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　退職するに当たり，これまでの自分の人生を振り
返ってみると，多くの恩師と仲間と学生に恵まれて，
今日を無事迎えることができたことがよくわかる．こ
の機会に少しご紹介させて頂き，お世話になった方々
に改めて御礼を申し上げたい．
　湯川秀樹博士の伝記等に触発され，子供心に科学者
になると決めていた．昭和44年に大学受験を迎え，高
校ではそれほど成績が良かった訳でもないのに，身の
程知らずで勝手に東大理科Ⅰ類を受けることに決めて
いた．一人で駒場へ下見に出掛ける等，それなりに受
験準備をしていたが，12月になって突然東大入試は中
止と決定された．志望先を京大理学部物理に急遽変更
して受験に臨んだ．当時は大学紛争の最盛期で学内で
入試ができず，京大理学部の入試会場は河原町今出川
付近の予備校だったと記憶している．自己採点では合
格ラインに達していると楽観していたが，ふたを開け
てみると合格最低点が前年よりも100点近く上昇し，
僅差で不合格となり浪人することになった．
　浪人中に，兄の趣味の関係で当時京大教授であられ
た高木公三郎先生の知遇を得ることができた．「物理
をやりたいと思っています．」とお話しすると，ご自
身は京大理学部物理学科のご出身にもかかわらず，「そ
れなら工学部の高村仁一教授のところへ行ったらいい
よ．」とお勧めいただき，志望先を変えた．高木公三
郎先生と高村仁一先生が，京大ボート部の先輩後輩の
親しい間柄であられたことは，後になって知った．
　受験勉強は大学に入学するために仕方がないと自分
に言い聞かせていたので，合格したときは「やっと自
分の好きな勉強ができる．」と思ったことを覚えてい
る．その一方で，子供の頃から飛行機が好きで模型飛
行機作りに熱中していて，大学に入れば自分で空を飛
ぶことに決めていた．入学式よりも前に京大グライ

ダー部の部室を訪れ，その場で入部を申し込んだ．
　入学して手にした学生証には，工学部長　高村仁一
と記載があり，本当に偉い先生なのだと実感した．大
学紛争の余波で学内は荒廃しており，教養部の建物は
ところ狭しと貼り付けられたビラや落書きがそのまま
残されていた．時計台北側の法経一番教室（現在の
100周年記念ホール）は，机や椅子がバリケードの材
料としてすべて引き剥がされ，無残な状態であった．
頻繁にストライキやクラス討論会が行われ，まともに
講義や試験が行われることは少なかった．それをいい
事に，クラブの合宿やその資金集めに精を出し，期末
試験は一夜漬けを常としていた．その後遺症はいまだ
に続いている．
　 4回生となり研究室を選ぶ際，同級生に「僕は入学
前から高村研に行くことを決めていたのでよろしく．」
と言い残してクラブの合宿に行く始末であった．合宿
から帰ると，ありがたいことに高村研究室の末席に自分
の席が用意されていた．高村研究室に配属された他の
同級生は成績がトップクラスの面々であったので，ク
ラブ活動に明け暮れていた私のわがままを受け入れて
くれた当時の同級生の配慮には，今でも感謝している．
　当時高村研究室には，古川弘三助教授，中村藤伸助
手，成田舒孝助手，岸洋子技官がおられた．卒論は，
急冷された希薄 Al-Cu合金中の原子空孔と Cu原子の
挙動を，ポテンシオメータを用いた精密な電気抵抗測
定により追跡し，GPゾーンの析出初期過程を明らか
にするテーマで，研究と実験の手ほどきを主に中村藤
伸先生から教えていただいた．時々実験結果の  
Discussionのために高村教授室によばれることがあっ
たが，高村先生との議論は大変楽しかった．
　修士課程進学が決まり日本育英会の奨学金受給者を
決める際にも，同級生達から恩義を受けた．「僕は博
士課程まで行くから是非受給したい．」と希望すると，
すんなりと認められた．修士課程は，宇治の原子エネ
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ルギー研究所（現 エネルギー理工学研究所）の森本
武教授の研究室で，吉田起國助手，山本正雄助手，千
葉明朗助手のご指導の下，低温強磁場下の InSbの赤
外発光の研究をした．
　博士課程では，当時高村研究室に古川先生や成田先
生によって導入されたばかりの陽電子消滅装置を用い
た物性研究を博士論文テーマとして与えられた．正の
電荷を持った陽電子（電子の反粒子）を物性測定に用
いる新しい研究手法で，物理学的な研究にあこがれて
いたので，研究は面白かった．金属のフェルミ面研究
等に威力を発揮する陽電子消滅角度相関測定装置は全
長が15メートル近くあり，かつて湯川博士や朝永先生
が居られた旧理学部物理学教室（時計台西側，アイン
シュタインも来訪．その後石油工学が使用，現留学生
センター）に，陽電子消滅専用の大実験室を新設し，
設置されていた（図 1，図 2）．
　高温その場角度相関測定装置や，極低温から高温ま
でその場測定できる陽電子寿命測定装置を開発し，既
製品では測定できない多彩なデータを取ることを可能
とした．また，時間分解能を上げることで陽電子寿命
スペクトルの多成分解析もできるようになった（図 3，
図 4，図 5）．それらを駆使して，微小空孔集合体によ
る陽電子捕獲速度を定量的に求めることに成功した．
その結果を見た著名な陽電子物理学者のWerner Brant
が高村研究室を訪れ，「自分の理論とよく合うから共
著論文にしたい」と言われた．著名な理論家なので有
難い話だと思っていると，高村先生は，「彼の理論を
超える理論を作れ」と言って，妥協を許されなかった．
　泣く泣く従来の陽電子捕獲理論を検討していると，
陽電子が欠陥に捕獲されずに透過する確率が無視され
ていることに気が付いた．この確率を含めてより一般
化すると，陽電子の共鳴捕獲現象が起こり，陽電子の
捕獲速度が温度に依存することが導き出された．その
際，当時原子核工学におられた星崎憲夫先生（高村先
生のご紹介）からは，関連論文のご紹介とご助言を頂
いた．物理学会等では発表したものの，きちんと論文
にせずにほったらかしていると，十年以上も経ってか
ら「ヨーロッパの理論家が，陽電子の共鳴捕獲理論を
唱えているが，以前白井先生が発表されていたので
は？」と，東京大学の堂山昌男先生や兵頭俊夫先生か
らご指摘いただいた．あわてて論文にしたものの，海
外からは二番煎じに映り，大変悔しい思いをした．
　高村先生は物理学会の格子欠陥分科や金属学会の重
鎮で，欧米でも大変著名であった．そのため，教科書
で名前を目にする海外の著名な学者が入れ替わり立ち
代り研究室を来訪し，最先端の講演と議論の機会を与
えてくれた．その中の一人に，当時西独マックスプラ
ンク研究所，金属物理学研究所長の Alfred Seeger教
授がおられた．現在でも転位論はじめ多くの関連分野

で教科書に名前が引用されている．京都大学来学の折
に Seeger教授が講演された新しい陽電子消滅実験装
置に感銘を受け，また講演後には私の研究結果等につ
いて色々と議論をしていただいた．Seeger先生は高
村先生に「白井をドイツに呼びたい」と希望されたよ
うで，その後高村先生から「お前はまだ学位を取って
いないから断っておいたよ」と聞かされた．

図1　 陽電子消滅角度相関測定装置（1983年当時．可動検
出器側）．手前の鉛容器内に 30 mCiの 22Na陽電子
線源が格納されている．右奥に見えるのは消滅ガン
マ線検出用の水平スリットとシンチレーション検出
器．右奥全体が油圧ステップモータで精度良く上下
する．

図2　 可動検出器側から見た陽電子消滅角度相関測定装
置．手前に陽電子線源容器，最奥部に固定側シンチ
レーション検出器がある．右奥のガスバッグは，ヘ
リウムガス回収設備．
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図3　 陽電子寿命測定装置（1992年当時）．左のラックが
導入当初の 1号機．データ記録用のカセットテープ
デッキ（左上部）とプロッター（最上部）が見える．
毎日，データ（カセット）と解析プログラム（段ボ
ール箱入りパンチカードの束）を大型計算機センタ
ーに運び，翌日に結果を受け取っていた．右側はそ
の後導入した 2号機．データ記録媒体が磁気テープ
（最上部）に変わっている．しかし，ラック一杯の
アナログモジュールを多くの配線で結合して測定す
る状況は変わっていない．

図4　 陽電子寿命計測用ガンマ線検出器（ 2本）と小型ク
ライオスタット（中央）．両検出器はシンチレータ
と光電子増倍管から成り，ビールの大びん程度の大
きさ．片方は，22Na陽電子線源から陽電子が発生し
た時に同時に発生する 1.28 MeVのガンマ線を検出
して，陽電子の発生時刻を検知する．もう一方は陽
電子が消滅したときに発生する消滅ガンマ線
（0.511 MeV）を検出する．両者の時間差から陽電子
寿命が計測される（γ－γ同時計測法）．中央は，独
自設計のガスフロー式液体窒素クライオスタットで，
77 Kから 450 K付近まで任意の温度に可変．中央の
細い 2層チューブのなかに， 2枚の試料とそれらに
サッドイッチされた陽電子線源がセットされる．試
料温度を上昇させずに数秒でセットできる特殊構造
であり，粒子線照射や急冷により試料内に凍結した
格子欠陥の初期状態をそのまま変化させずに観測で
きる．

図5　 陽電子寿命測定用ガスフロー式液体ヘリウムクライ
オスタット．特注品で，4.2 Kから 400 K付近まで任
意の温度に設定できる．数秒で試料をセットできる
特長は，図 4のクライオスタットの場合と同じで，
いずれも世界に類を見ないクライオスタット．奥にガ
ンマ線検出用光電子増倍管（ 2本）の一部が見える．

図6　 世界初の高温その場陽電子寿命測定装置．机上，陽
電子線源を最上部にセットし，試料を最下部の加熱
部におく．従来のサンドイッチ法（図 4の脚注参照）
と異なり，試料と線源が離れているため，熱による
陽電子線源の破損・放射能汚染の心配なく高温その
場測定が可能．陽電子（β＋）自身で陽電子入射時刻を
検出し，消滅γ線で消滅時刻を検出する新方式
（β＋－γ同時計測法）．机上の 2個のドーナツ状のも
のは，線源から発生した白色陽電子のエネルギーを
選別し（上側），試料にフォーカスする（下側）た
めの電磁レンズ．
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　日本学術振興会の奨励研究員を経て，高村研究室の
助手に採用していただき，ようやく科学者の仲間入り
を果たすことができた．研究は楽しくて成果も得られ
ていたが，学位論文をまとめるのが億劫で，助手に採
用頂いた後も相変わらず実験にかまけていると，高村
先生から遂に「明日から大学に来なくていいから学位
論文を書いて来い！」と言われた．それから 1ヶ月ほ
ど府立資料館に籠って，ようやく学位論文をまとめる
ことができた．
　その後，高村先生は退官されて新日鐵の顧問になら
れ，研究室のスタッフは助教授の古川弘三先生と助手
の中村藤伸先生と私と，岸洋子教務技官の 4人になっ
た．Seeger先生からは引き続きドイツへのお招きが
あり， 2年間ドイツに留学することに意を決した．今
から思えば，古川先生はじめ研究室の皆様や，金属系
教室には大変なご迷惑をお掛けし，感謝してもしきれ
ない．
　家族で Stuttgart空港に着くと，研究員の迎えの車

図7　 試料中の格子欠陥の表面からの深さ分布を測定する
ための低速陽電子ビーム装置．左奥に 30 mCiの陽
電子密封線源がある．線源から発生した陽電子は，
タングステン薄膜で一旦数 eV以下に減速された後
に電場（100－200 V）で引き出され，リング状のソ
レノイドコイル（写真中の 7個）にガイドされて，
右端の試料部に到達する．最後に加速（0－30000 V
可変）されて試料に入射する．入射エネルギーに応
じて試料最表面部から内部まで，各深さ位置におけ
る格子欠陥が検出できる．

図8　 材料欠陥その場検出用陽電子寿命計測装置．従来の
ようにシンチレータと光電子増倍管の組み合わせ
（図 4参照）ではなく，アバランシェフォトダイオ
ード（5×5×0.2 mm3）を用いて世界で初めて陽電
子の透過信号の高速検出に成功し，陽電子と消滅ガ
ンマ線の検出器を劇的に小型化することに成功し
た．一方，従来のアナログ式の時間計測部（図 3参
照）を一台の高速のデジタルオシロスコープに置き
換えることに成功した．結果的に，陽電子寿命測定
装置が写真のように可搬型となり，現場での材料劣
化その場測定を可能とした．

図9　 京都大学工学部 RI研究実験棟の完成を報じた文教
ニュース．下の写真は，当時の西川工学部長はじめ
関係者に概要を説明する筆者（左から二人目）．陽
電子消滅実験室は地下一階にある．完成直後，来学
されたマックスプランク金属物理学研究所長 A. 
Seeger教授をご案内すると，「世界一の陽電子消滅
実験施設だね．」とお褒め頂いた．
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でダウンタウンの瀟洒な家具つきアパートメントに案
内された．着いたその瞬間から直ちに家族で生活がで
きるようにすべてが手配されており，大変ありがたい
ことであった．Stuttgartの町の中心部での生活を 2
～ 3ヶ月楽しんだ頃，Seeger先生がアパートメント
に来られ，「郊外にある自分の家に住まないか」とお
誘きいただいた．ドイツに連れて行った長女がまだ 2
歳半であり，また妻が二人目の子供を身ごもっていた
ので，庭付きの広い家のほうがよいだろうというご配
慮だった．Seeger邸は三層構造で，一階をすべて使
わせていただき， 2階に Seegerご夫妻が， 3階に 2
人のお嬢様が住まわれた．私の長女はりんごの木も植
えられた広い庭で遊びまわり，ドイツで生まれた次女
の大きな泣き声もあまり気にする必要がなかった．結
局帰国するまで Seeger先生のご家族とご一緒に住ま
わせていただいた．
　ドイツ滞在中に与えられた研究テーマは，純鉄と
Fe-Co合金中の熱平衡原子空孔濃度の陽電子寿命その
場測定であった．何度も失敗と試行錯誤を重ね，最後
にたどりついた方法は，まず超高純度鉄（残留抵抗比
3000以上）で外径 3 mm，内径 1 mm長さ 20 mm程度の
シリンダーを作り，その中に 22NaCl微結晶陽電子線源
を入れ，同じ純鉄で作った蓋をかぶせる．次に，放射
線取扱施設内に設置された電子ビーム溶接装置で，本
体と蓋を電子ビーム溶接して 22Na陽電子線源を純鉄
内に密封する．高温測定中の純鉄試料の蒸発を抑える
ために，さらに純タングステンで一回り大きいカプセ
ルを作成し，その中に上記の線源内臓純鉄カプセルを
電子ビーム溶接で密封する．これによって，室温から
鉄の融点直下まで安定してその場測定が可能となり，
低温α鉄，中温γ鉄，高温δ鉄中の熱平衡原子空孔の陽
電子寿命その場測定に世界で初めて成功し，BCC-FCC
相変態に伴う高温熱平衡空孔の可逆的な濃度変化も明
瞭に検出することができた．この測定からその後30年
が経過するが，世界中誰も追随できていない．
　ドイツから帰国後，退官された高村仁一先生の後任
に大阪大学から山口正治教授が着任された．金属間化
合物の研究で有名な先生で，私も陽電子消滅の測定対
象を金属間化合物に重心を移して一緒に研究をさせて
いただき，世界初の多くの新しい知見を得ることが出
来た．その間，山口先生には平成 2年に助教授にして
いただいた．
　山口先生は大阪大学の名門講座のご出身であった
が，ある時その講座の教授になる気はありませんかと
お誘いいただいた．「大変光栄です！」とお答えすると，
大阪大学の馬越祐吉教授（山口先生の弟分，後に大阪
大学工学研究科長，大阪大学副学長歴任）がすべてお
世話くださり，平成 8年大阪大学工学部に教授として
着任することできた．

　大阪大学でも南埜宜俊（現 大阪大学教授），荒木秀
樹（現 大阪大学教授），水野正隆（現 大阪大学准教授）
らの優秀なスタッフと学生達に恵まれて，金属の水素
吸蔵による原子空孔形成や熱弾性マルテンサイト変態
の前駆現象等多くの新しい発見があった．阪大に移籍
後ただちに研究室を立ち上げ，研究を継続することが
できたのは，超高圧電子顕微鏡センター教授森　博太
郎先生による物心両面からのご支援によるところが大
きい．阪大移籍後に開発・導入した装置の一端を， 
図 6，図 7，図 8に紹介する．
　一方，大阪大学では馬越先生が工学研究科長の時に，
超高温理工学研究施設を拡大改組し，新しく原子分子
イオン制御理工学センターを立ち上げる仕事をさせて
いただいた．センターの立ち上げとその後のセンター
予算の獲得のために，何度も文部科学省に足を運んだ
ことを昨日のことのように思い出す．
　センター長に選任され 4年目が過ぎようとする頃，
京都大学から戻る気はないかとお誘いをいただいた．
吉田キャンパスの工学部 RI研究実験棟（図 9．平成
7年竣工）内に，京大助教授時代に自分の思い通りに
設計した陽電子消滅実験室が残っており，そこを再び
使えることは大きな魅力であった．
　12年間お世話になった大阪大学を離れ，平成20年に
京都大学工学研究科に再びお世話になることになっ
た．京都大学に戻ると，山口研究室時代学生であった
伊藤和弘助教授（現 大阪大学教授）や，東北大学金
属材料研究所から移籍した井上助手（その後講師，現
東北大学金属材料研究所准教授）と一緒に研究した．
その後，杉田一樹助教（現 大阪大学助教），野瀬嘉太
郎准教授が研究室に加わった．
　京大に戻りいざ研究という時に，言われるままに工
学研究科の代議員，専攻長，運営会議メンバー，京都
大学学生部委員，京都大学評議員，物理工学科長等の
役職に就くことになり，あっという間に 8年が過ぎて
定年を迎えることになった．今こうして振り返ると，
研究者になるはずが途中からだんだんとマネジメント
にシフトし，その分研究がおろそかになったことは否
めない．
　思えば，自分の進路について自己主張したのは学生
時代に高村研究室に配属されるまでで，そこから先は
すべてその時々の恩師の言われるままに身を処して来
た．結果的に何の不満もなくここまで楽しく過ごすこ
とが出来たのは，恩師，仲間，学生をはじめ，学内外
の諸兄から頂いたご恩のお陰で，誠に幸運な人生で
あったと思う．高村仁一先生は，「不遇の時こそ自ら
力を蓄える好機」と仰っていた．私自身は不遇と思っ
たことはないが，若い人には「どんな境遇にあっても，
やるべきことをしっかりやっていれば，必ず見ている
人がいる．」と教えている．
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本日は，「海底熱水鉱床の探査と開発に向けた取組み」
と題して，JOGMEC（石油天然ガス・金属鉱物資源
機構）が実施しています，海洋鉱物資源に係る事業の
内，とくに海底熱水鉱床に焦点を当て，お話しさせて
頂きます．

スライド1
講演の主な内容ですが，本題に入る前に，JOGMEC
の組織概要，とくに私の所属する金属部門の事業概要，
海洋鉱物資源についての導入的なお話をさせて頂いた
後に，メインテーマに入らせて頂きます．

スライド2

スライド3
最初に組織概要ですが，JOGMECは多くの方が既に
ご存じの様に経済産業省所管の独立行政法人で，我が
国への資源・エネルギーの安定供給確保を最終的な目
的とし，様々な活動を行っています．

大会記念講演

海底熱水鉱床の探査と開発に向けた取組み
辻　　本　　崇　　史＊

JOGMEC Current Activities for Exploration and R/D of 
Mining Technologies for Sea-floor Massive Sulfides

by Takafumi TSUJIMOTO

　
＊ （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構
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スライド6
現在，JOGMECの業務は，石油・天然ガス，金属，
石炭，地熱の各分野において，探査関連事業，出資・
債務保証等の民間に対するファイナンス面での支援，
情報提供，関連の技術開発等を共通的に実施しており，
その他，鉱害防止関連事業，備蓄（石油，レアメタル）
関連業務等も行っています．

スライド7

スライド4
JOGMECは，約12年前に設立されたまだ新しい組織
で，当時，経済産業省所管の特殊法人であった石油公
団（JNOC）と金属鉱業事業団（MMAJ）が統合され
る形で設立されました．従って，JOGMECは，主と
してこの二組織の業務を引き継ぐ形で，石油・天然ガ
スと金属資源分野の業務を中心にスタートしました．
しかし，その後，ウラン，石炭，地熱資源の探査・開
発関連業務などを追加し，資源・エネルギー全般を対
象業務とする組織となり現在に至っています．

スライド5
JOGMECは，現在，正職員数は役員を含め600名弱，
任期付き職員等を合わせ900名程度の組織です．東京
本部の他，千葉の幕張に石油関連技術等の研究開発を
行っている技術センター，秋田県の小坂町には金属資
源の技術研究所，そして世界13ヶ所の海外事務所等を
有しています．
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スライド8
次に金属部門の事業概要ですが，ご覧の様に資源探査
の初期段階から生産段階（鉱山操業）に至る一連のフ
ローに応じて，様々な事業を展開しています．特徴は，
探査の初期段階では，民間の探鉱リスク軽減を目指し，
探査の後期段階から生産段階では，一般に多額の資金
を要することからファイナンス面での支援を行ってい
ます．また，技術開発は全ての段階で，海洋鉱物資源
に関する事業はまだ商業化段階ではないので，全て
JOGMECが担っています．更に情報収集・提供は，
政府，民間を共にユーザーとして世界各地の海外事務
所も活用し行っています．

スライド9
このスライドは，探査事業の柱として実施している
JV（ジョイントベンチャー）調査についての説明で，
現在，世界で30近いプロジェクトを実施中です．これ
は探査の有望鉱区を保有する外国企業（民間・国営）
に対し，一定の探鉱費用を JOGMECが拠出し，探鉱
の結果，優良な鉱床を発見する等の探鉱成果が得られ
た場合，一定割合（例えば 40 %）の権益を JOGMEC
が取得できるオプション権を担保しておき，これを我
が国の民間企業に引き継ぐことを目的とした事業で
す．これまでに，12プロジェクトを我が国企業等に引
き継いでいます．

スライド10
この JV事業の最近の成果を二例，紹介させて頂きま
す．
まず一つは，南アフリカの白金族金属を対象にしたウ
ォーターバーグ案件です．これは2009年に開始したプ
ロジェクトで相手方はカナダ企業です．地表には全く
鉱徴は見られない潜頭鉱床ですが，鉱床胚胎の特徴や
物探データ等も活用した結果，大規模鉱床の発見に至
り，現在では白金族金属量で 1,000トンを超えていま
す．この鉱床発見は技術的にも高く評価され，業界誌
として著名なマイニング・ジャーナル誌から2012年の
最も優れた探鉱成果に贈られる最優秀探鉱賞を受賞し
ました．またその後，2014年には我が国の資源地質学
会からも技術賞を受賞しました．本案件は，現在プレ
FSを作成中で，この後，日本企業への引継ぎを予定
しています．

スライド11
次にご紹介するのは，豪州の銅を対象にしたコバース
ーパーベーズン案件です．これは，2014年に開始した
プロジェクトで相手方は豪州企業です．これまで，地
化学探査，各種の物理探査により有望地区を抽出し，
順次，ボーリングを実施してきましたが，昨年末のボ
ーリングで，掘進長約 3 m間で，銅品位が 20 %を超
える極めて銅品位の高い鉱石に着鉱しました．周辺に
は，日本企業が操業する亜鉛・鉛鉱山等，著名鉱山が
多いポテンシャルの高い地域であり，日本企業の関心
も高いことから，今後も探鉱を継続し，日本企業に引
き継ぎたい意向です．
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スライド12
このスライドは，ファイナンス面での支援として，探
鉱出資・融資，開発資金債務保証等，リスクマネーを
供給し民間を支援しているプロジェクトの位置図で
す．この内，代表的な幾つかの案件について，ご紹介
させて頂きます．

スライド13
まず最初は，チリの大規模銅山開発案件である，カセ
ロネス鉱山案件です．これは，日本初の日の丸大型銅
山で，我が国企業が全権益を保有し操業中です．本鉱
山は2014年 7月に安倍首相出席の下に開山式が行われ
ましたが，JOGMECは本プロジェクトに対し，探鉱
段階では探鉱融資，開発段階では開発資金の債務保証
を行いファイナンス面で支援しました．我が国への銅
資源の安定供給という視点で，本鉱山の果たす役割は
極めて大きいです．

スライド14
次に，アルゼンチン・オラロス塩湖からのリチウム生
産プロジェクトです．これは，塩湖かん水中のリチウ
ムを化学的処理により回収し，高純度の炭酸リチウム
を生産するもので，我が国企業が資本参加し，生産物
の全量の販売権を有しています．
リチウムは，電気自動車等の普及によりリチウムイオ
ン電池向けの需要が急速に増加し，我が国への安定供
給の視点から，本プロジェクトの果たす役割は極めて
大きいです．このプロジェクトに対し，JOGMECは
プロジェクトの初期段階では資源量評価，リチウム回
収技術開発，サイト周辺のインフラ調査等を行い，開
発段階では開発資金の債務保証を行い支援し，2015年
4月に操業を開始しました．

スライド15
最後に，鉄鋼添加剤として重要なレアメタルである，
ニオブを生産する鉱山として圧倒的な生産量を誇るブ
ラジル・アラシャ鉱山への出資です．これは，ニオブ
の我が国への長期安定供給源の確保を目的に，
JOGMECは我が国民間企業 3社と共に資産買収出資
制度により 10 %の権益を取得し，合わせて，民間企
業が資産買収に必要な資金に対し債務保証も行いまし
た．
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スライド16

スライド17
それでは，本題の海洋鉱物資源の話に移ります．まず，
海洋鉱物資源と一言で言っても色々な資源がありま
す．現在，世界的に海洋鉱物資源として認知されてい
るのは，本日のメインテーマである海底熱水鉱床以外
にコバルトリッチクラストとマンガン団塊の三種類で
す．
海底熱水鉱床は，海底拡大軸や背弧海盆等の海底の弱
線部に沿って深部から重金属に富む熱水が上昇し，海
底面付近に重金属が沈殿･濃集して形成されたもので，
我が国において秋田県を中心にかつて採掘された黒鉱
鉱床と成因的には同じと考えられています．
コバルトリッチクラストとマンガン団塊は，主要な金
属成分は似ており，前者は水深 2千メートル前後の海
山の平頂部から側面を幅 5～15 cm程度で一面覆う様
な形で存在し，有価金属として銅，ニッケル，コバル
ト，白金等を含んでいますが，とくにコバルトと白金
に富むのが特徴です．
マンガン団塊は，水深 5～ 6千メートルの深海底にま
さにボール塊が一面敷き詰められた様に存在し，有価
金属として銅，ニッケル，コバルト等を含んでいます
が，とくに銅品位が高い（1 %以上）のが特徴です．

スライド18
これら三種類の海洋鉱物資源の主な分布図を世界地図
の上に描くとこの様になります．
海底熱水鉱床は，その成因の特徴から世界中に点在し，
コバルトリッチクラストは，とくに高品位の鉱床は，
我が国の遥か南東方の南鳥島～マーシャル・ミクロネ
シア連邦の広大なエリア内に，マンガン団塊の濃集帯
はハワイ南東方沖のエリア内に位置しています．

スライド19
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スライド21
これは，調査船による海底地形調査に一般的に用いら
れているマルチビーム測深器（Multi narrow-Beam Echo 
Sounder: MBES）の説明です．複数の鋭い音響ビーム
を海底に向け送信し，海底からの反射波から海底地形
を計測しますが，一般に水深の数倍の幅で海底地形図
の作成が可能です．また，先に申し上げた様に音響異
常から熱水活動を探知したり，海底の反射強度から海
底の地質特性をある程度推定することも可能です．

スライド22
次に，海底の微細な地形変化を把握する目的で，多用
しているのが無人探査機，とくに AUV（autonomous 
underwater vehicle）と呼んでいる自律型の無人潜水
機です．海底面近くまで潜航するので，極めて微細な
地形変化まで把握でき，とくに海底熱水鉱床に特徴的
なチムニー，小規模マウンド等を地形特徴として把握
でき，その存在を予測することが可能です．

スライド23
AUV調査等により，海底熱水鉱床が存在する可能性
が高いと判断した場合には，一般には ROV（remotely 
operated vihicle）と呼んでいる有索無人探査機により
対象の海底に潜航し，船上からハイビジョンカメラに
より鉱床の存在有無を確認し，存在する場合にはマニ
ュピレータと呼んでいるロボットアームの様な装置を
使い試料を採取し，船上で観察し，化学分析等の室内
試験に供します．

スライド20
それでは次に，海洋鉱物資源の探査法，とくに海底熱
水鉱床の探査の進め方について，現状を申し上げます．
まず，これまでの広域的な地質環境に関する地質情報，
地形情報等より調査対象海域をある程度絞った後，一
般的には精密な海底地形調査を行います．この際，活
発な熱水活動がある場合には，これを音響異常として
捉えられることが経験的に判っています．
これらにより，海底熱水鉱床存在の可能性が高いと判
断されれば，ROV（遠隔操作型無人探査機）等により
詳細な海底観察，試料の採取，さらに場合によっては
電磁探査法等の物理探査手法も併用し，海底熱水鉱床
の存在の確認，海底面での平面的な拡がりの確認等を
行います．
最後は，陸上の鉱床と同様に，ボーリングにより海底
面下での鉱床の存在形態を把握し，鉱床の全体像を明
らかにします．
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スライド26
「白嶺」搭載の掘削装置はここに示します 2種類あり，
その一つが船上設置型です．これは，水深 2千メート
ルまでの海域で海底下 4百メートルまで掘削できる能
力があります．従って，我々がターゲットにしている
海底熱水鉱床であれば，水深に問題はなく，また海底
下に潜在する鉱床の形態を明らかにできる十分な掘削
能力があります．
掘削装置として，海底着座型も搭載しており，これは
水深 3千メートルまでの海域で海底下50メートルまで
掘削可能です．海底下の比較的浅部のみを効率的に掘
削したい場合には本装置が有効です．

スライド27
これは，船上設置型の掘削装置により得られたボーリ
ングコアの一例です．枠で囲ったところが鉱床（硫化
鉱）を把握したところです．このボーリングでは，海
底面上に露出している鉱床は海底下には厚く発達して
いませんでしたが，堆積物を挟んで新たに潜頭鉱床が
存在することを発見しました．

スライド24
海底熱水鉱床が発見された後，この鉱床の全容把握に
最も力を発揮しているのが，JOGMECが保有する新
海洋資源調査船「白嶺」です．調査船「白嶺」は，そ
れまで JOGMECが保有していた調査船「第二白嶺丸」
の後継調査船として2012年に就航しました．総トン数
約 6千トン，全長約120メートル，乗員約70人で船員
と調査員がほぼ同程度の人数です．一回の調査航海は
一般に一ヶ月程度で，現在は年間に10航海程度の調査
を行っており，定期的な保守点検期間を除くとほぼフ
ル稼働の状況です．

スライド25
ここに示します様に，調査船「白嶺」には様々な調査
機器が搭載されています．
具体的には，重力計，磁力計，2D震探等の物理探査
機器，ROV等の海底観察機器，パワーグラブ，ドレ
ッジ等の表層サンプリング装置，MBES等の音響調
査機器ですが，最大の特徴は海底掘削装置，とくに船
上設置型の掘削装置であり，これを駆使し最近の数年
間に海底熱水鉱床に係る著しい探鉱成果を収めてきま
した．
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スライド28

スライド29
次に，海底熱水鉱床を中心に，海洋鉱物資源調査等へ
の取組みについて，ご紹介します．
最初に簡単に，海洋鉱物資源調査に対する JOGMEC
の過去の歴史をご紹介します．海洋鉱物資源に対する
社会の関心の高まりは最近のことですが，我々の取組
はかなり以前より行っており，当初は海洋鉱物資源と
して最初に注目されたマンガン団塊を対象に昭和50年
代より，ハワイ沖のマンガン団塊濃集域を中心に調査
を行いました．また，海底熱水鉱床がメキシコ沖等の
公海域で発見されたことから，これらに対する調査も
昭和60年代に開始しましたが，海底熱水鉱床について
はその後，我が国の EEZ（排他的経済水域）内でも
発見され大きなポテンシャルが期待されたことから，
平成20年代に入り，これに重点を置いた調査を行って
います．更に，コバルトリッチクラストは，我が国に
比較的近い西太平洋海域にポテンシャルが高いことが
指摘され始めた昭和の末期から今日まで継続的に調査
を行っており，2013年の国際鉱区の取得に至りました．
海底熱水鉱床を中心に，海洋鉱物資源の調査・開発に
向けた JOGMECの取組が活発化するのと並行して，
政府内では法制面の整備も進められました．まず，平
成19年の海洋基本法の施行に伴い，平成20年には海洋
基本計画が閣議決定され，これを受け平成21年には海
洋エネルギー・鉱物資源開発計画が経済産業省により
作成されました．この後，海洋基本計画と海洋エネル
ギー・鉱物資源開発計画は平成25年に改訂されており，
現在，JOGMECは基本的には後者の計画に沿った事
業を行っています．

スライド30
海底熱水鉱床を中心とした最近の成果ですが，規模の
大きな海底熱水鉱床として我が国で最初に発見された
沖縄海域の伊是名海穴 Hakureiサイトでは，「白嶺」
によるボーリング調査で海底面下にも鉱床が広範に潜
頭することを明らかにし，これまでの調査で資源量を
740万トンと算定した他，沖縄海域での最近の広域調
査により，「野甫サイト」，「ごんどうサイト」等 4サ
イトで新たに海底熱水鉱床を発見しました．これらに
ついては，後ほど詳しくご紹介します．
また，コバルトリッチクラストについて，過年度の調
査成果に基づく国際鉱区の申請により，南鳥島沖の公
海域で平成25年度に探査鉱区を取得し，公海域の鉱区
管理を行っている国際海底機構と15年間の探査契約に
調印しました．

スライド31
これは，海洋エネルギー・鉱物資源開発計画に示され
ている，海底熱水鉱床の開発に向けた工程表です．
現在，事業を大きく四区分し並行して進めています．
具体的には，資源量評価，採鉱・揚鉱と選鉱・製錬の
生産技術分野，そして環境影響評価です．当面の目標
は，平成29年度に予定している採鉱・揚鉱の実海域パ
イロット試験を成功させ，選鉱・製錬の連動試験によ
る地金の試験的製造です．これらにより，技術的に海
底熱水鉱床の開発が可能なことを示した上で，平成30
年度には経済性の検討を行う予定です．そして本工程
表の最終目標は，平成30年代の後半以降に，民間企業
が参画する商業化を目指したプロジェクトを開始する
ことです．
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非配布スライド
このスライドは事情により皆様には配布しておりませ
んが，商業規模の 1/10を想定した小型の採掘試験機
です． 2種類の試験機を開発していますが，それぞれ
三菱重工 JVグループと三井三池製作所 JVグループ
により開発が進められています．

スライド32
これは平成29年度に予定している採鉱・揚鉱パイロッ
ト試験のイメージ図です．
パイロット試験は二船体制とし，「白嶺」は採鉱・集
鉱試験機を制御し，もう一船に鉱石を揚鉱し，適宜，
運搬船に積み替えて陸上まで運搬し選鉱・製錬処理す
る予定です．

スライド33
採鉱・揚鉱パイロット試験の実施体制は，ここに示し
ます様に，三菱重工を代表とする民間コンソーシアム
に JOGMECがパイロット試験を委託する形で進めて
います．このコンソーシアムの下では四分科会を設け，
個別の技術課題への対応等を検討しています．具体的
には，（1）採掘ユニット，（2）揚鉱ユニット，（3）採鉱
母船ユニット，（4）海域試験，鉱石分離･排水処理の四
分科会です．

非配布スライド
このスライドも事情により皆様には配布しておりませ
んが，選鉱・製錬分野の取組み状況を示しています．
まず，沖縄海域伊是名海穴の鉱石の特徴として，粒度
が非常に細粒で，浮遊選鉱プロセスの最適化が大きな
課題です．これまでの基礎試験では，亜鉛・鉛の実収
率は 70 %程度まで向上し，亜鉛・鉛精鉱は，既存製
錬所で受け入れ可能であることを確認しています．ま
た，経済性を高める貴金属の回収，ヒ素・水銀等の有
害元素の除去も課題です．

スライド34
それでは次に，海底熱水鉱床の資源量調査の状況につ
いてご紹介します．既にご説明しました様に，
JOGMECは海底熱水鉱床の将来の開発に向け，採鉱・
揚鉱，選鉱・製錬等の生産技術面での技術開発を積極
化していますが，これは開発対象とすべき海底熱水鉱
床の資源量が相当規模存在する，という前提に立って
います．確かに，沖縄西方の沖縄トラフと呼ばれてい
る海域では，海底熱水鉱床のポテンシャルが大きいと
されていますが，最近まで，将来の開発対象として期
待できそうな鉱床が確認されていたのは伊是名海穴で
の鉱床のみであり，それも調査船「白嶺」が就航する
までは鉱床の全容はほとんど把握できていませんでし
た．しかし，調査船「白嶺」による船上設置型ボーリ
ングの活用と，最近の精力的な広域調査の進展により，
資源量調査で次々と大きな成果が上がっており，将来
に明るい展望が開けつつあります．ここでは，これら
の成果について，順次簡単にご紹介します．
まず，沖縄海域で規模の大きな鉱床として最初に発見
された伊是名海穴では，平成20年度以降，主に海底着
座型のボーリングにより，海底面上にマウンド状に存
在する熱水鉱床の資源量調査を行い，資源量を 340万
トン程度と算定（平成25年 7月公表）しました．更に，
「白嶺」によるボーリング調査で，海底面下にも潜頭
性の新鉱体が広範に存在することを発見し，昨年度ま
で潜頭鉱体も含めた資源量調査を行ってきました．
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スライド35
伊是名海穴の熱水鉱床の賦存状況について，少し詳し
くご説明しますと，当初の探査はここに示します北部
マウンド，南部マウンドに代表される，海底で盛り上
がった地形的特徴を有するマウンド状の鉱床を中心に
進められました．しかし，調査船「白嶺」による長尺
のボーリング掘削が可能になったことで，これらマウ
ンド周辺でのボーリングにより海底下 30～40メート
ル程度の深度より下部に新たに潜頭鉱床が存在するこ
とが明らかになりました．

スライド36
伊是名海穴では，昨年度までの資源量調査により，潜
頭鉱体を含めた資源量を 740万トンと算定し，今年 5
月末に公表しました．この表には，かつて採掘された
黒鉱鉱床の代表例として秋田県の深沢鉱床，松峰鉱床
の資源量と品位のデータ，規模は大きくないですが高
品位な熱水鉱床として Nautilus社が開発を進める
Solwara 1鉱床（PNG国）の資源量と品位を併記して
います．なお，今後の探鉱により資源量が更に増える
可能性は十分にあります．

スライド37
次に，最近の広域調査により発見した四つの熱水鉱床
についてご紹介します．
最初は，沖縄本島の北西方の伊平屋小海嶺と呼ばれて
いる付近で発見した「野甫（ノホ）サイト」です．平
成26年 7月に鉱床の存在を確認しましたが，本サイト
で採取した鉱石サンプルの分析結果（スライドに記載）
より，貴金属（金・銀）品位の高い高品位の亜鉛・鉛
鉱床であり，今後のボーリング調査に期待されます．

スライド38
「野甫サイト」に次いで発見したのが「ごんどうサイト」
です．本サイトは久米島西方沖に位置しますが，海上
保安庁の精密海底地形調査により地形異常が発見さ
れ，これに基づいた調査により，平成26年11月に鉱床
の存在を確認しました．本サイトで採取した鉱石サン
プルの分析結果（スライドに記載）より，銅品位が極
めて高い高品位鉱床であり，ボーリング調査の優先度
が高い調査対象になりました．そして，平成27年度に
は「白嶺」により 9本のボーリングを実施し，全ての
ボーリングで銅に富む熱水鉱床に着鉱し，最大幅42メ
ートルの鉱床を確認しました．今後のボーリング調査
が期待されます．
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スライド39
更に，平成27年度の広域調査により「田名（ダナ）サ
イト」と「比嘉（ヒガ）サイト」の 2サイトで熱水鉱
床を発見しました．両サイトの位置は本スライドに示
していますが，沖縄本島の北方沖と西方沖で，伊是名
海穴を挟む形で位置しています．
「田名サイト」で採取した鉱石サンプルの分析結果（ス
ライドに記載）より，本サイトは亜鉛品位が極めて高
く銅品位も高い高品位鉱床で，平面的な拡がりも大き
く，今後のボーリング調査が期待されます．

スライド40
最後に「比嘉サイト」ですが，直径 100メートル強の
カルデラ地形の内壁に分布し，平面的な拡がりには乏
しいです．しかし，採取したサンプルの分析結果（ス
ライドに記載）は，二サンプルと少ないですが，亜鉛・
鉛の超高品位な分析値であり，今後のボーリング調査
が期待されます．

スライド41

スライド42
私の講演の最後として，海洋鉱物資源をめぐる国際動
向について少し紹介させて頂きます．
海域の資源については，領海を含む排他的経済水域内
（原則として領土より 200海里（370 km）以内）に存
在するか公海域に存在するかによって大きく異なり，
前者の場合は当該国の国内法，後者の場合は国際法（国
連海洋法条約）により管理されます．但し，200海里
を超えて大陸棚が延伸していることを国際的な場で科
学的に明らかにできれば，この海域を排他的経済水域
として拡大できることが国際ルールとして認められて
います．
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スライド43
このスライドには，現在の我が国の排他的経済水域を
示していますが，一部の海域については大陸棚の延伸
申請が認められ，排他的経済水域が拡大しています．
我々が海底鉱物資源として最も力点を置いている海底
熱水鉱床は，沖縄本島の西方海域で次々と新鉱床を発
見していることは既にお話ししましたが，本海域を含
め伊豆・小笠原海域などポテンシャルが期待できる海
域は我が国の排他的経済水域内にあります．一方，世
界的にみると，海底熱水鉱床のポテンシャルのある海
域は世界中に点在し，他の海洋鉱物資源であるコバル
トリッチクラスト，マンガン団塊も含め，公海域に多
くのポテンシャル海域があります．これら公海域にあ
る海洋鉱物資源は，国連海洋法条約により設立された
国際機関である，国際海底機構（ISA: International 
Seabed Authority）が管理し，探査・開発に係る諸規
則の制定，探査権の付与等を行っています．

スライド44
このグラフは，2001年以降，マンガン団塊，海底熱水
鉱床，コバルトリッチクラストの各鉱床タイプ別に，
国際海底機構から公海域での探査権を付与され保有し
ている契約国の数を示しています．なお，マンガン団
塊は2001年，海底熱水鉱床は2011年，コバルトリッチ
クラストは2013年の各年より探査権の付与が開始され
ました．
これより明らかな様に，2011年以降，全ての鉱床タイ
プに対し探査権を付与される国の数が増加していま
す．探査権の付与は，各国からの申請に基づく国際海
底機構内の審査により付与されますので，このことは
海底鉱物資源に対する世界的な関心の高まりを意味す
るものです．

スライド45
鉱床タイプ別に探査権の取得状況を簡単にご紹介しま
す．
最初にマンガン団塊ですが，我が国は，探査権の付与
が開始された2001年に，一般にマンガン団塊銀座と呼
ばれるハワイ南東沖の「Clarion Clipperton Zone」内
に探鉱鉱区を取得しました．2001年には日本を含む 6
ヶ国に探鉱鉱区が付与されましたが，2011年以後に新
規保有国が急増し，2014年には15ヶ国が探鉱鉱区を保
有しています．

スライド46
次に海底熱水鉱床ですが，2010年の国際海底機構での
探査規則の制定に伴い，2011～2014年の間に，中国，
韓国等 4ヶ国がインド洋で，ロシアとフランスが大西
洋で探鉱鉱区を取得しました．我が国は，自国の排他
的経済水域内に広大なポテンシャル海域を有すること
もあり，これまで国際鉱区は取得していません．
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スライド47
最後にコバルトリッチクラストですが，我が国は中国
と共に，探査規則の制定後，直ちに探鉱鉱区の申請を
行い，国際鉱区を取得した世界で最初の国になりまし
た．場所はここに示します様に，北西太平洋の公海域
で，我が国の南鳥島を取り囲む経済的排他水域の南東
端にほぼ接する場所に位置します．2013～2014年の間
に，我が国以外に中国，ロシア，ブラジルが国際鉱区
を取得しました．

スライド48
これで，本日の私の講演を終わらせて頂きます．本日
は，海底熱水鉱床を中心とした海洋鉱物資源に係る
JOGMECの活動をご紹介しましたが，最初に簡単に
ご紹介させて頂きました様に，JOGMECはエネルギ
ー・鉱物資源の我が国への安定供給に資するべく広範
な活動を行っております．JOGMECの活動に対する
皆様のご理解とご支援を改めてお願い申し上げます．
ご清聴ありがとうございました．
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1.　神戸製鋼グループの概要

　神戸製鋼グループは1905年に創立され，2015年度の
売上高は18,228億円，従業員数は連結で36,338人，単
体で10,833人であり，212の子会社，56の関係会社を
有している．
　グループの事業構成は，素材系・機械系・電力系の
3つに大別され，素材系としては鉄鋼，溶接，アルミ・
銅事業を，機械系としては機械，エンジニアリング，
建設機械事業を有する複合事業体である．売上高の内
訳は素材系が約 60 %，機械系が 33 %，電力系が約 4 %

の構成となっている．（図 1）
　神戸製鋼所は国内生産拠点を全国各地の11カ所に，
支社支店を全国10カ所に有している．海外については，

現地事務所や合弁会社などを，ヨーロッパ・中東で 8

カ所，アジア・オセアニアで72カ所，北米・南米で17

カ所有しており，日本国内だけでなく海外にも幅広く
事業展開を行っている．

2.　2016～2020年度の中期経営計画について

　当社は2016年度から2020年度までの 5か年の中期経
営計画を策定して，現在，計画達成に向けての実行期
間となっている．以下に計画の概要を紹介する．
　まずは事業環境であるが，世界を取り巻くマクロ環
境としては，「地球温暖化」と「人口増加」が大きな
課題であると認識している．当社としては，そのよう
な課題に対する「世界的な環境規制への対応」，「新興
国の産業基盤発展への対応」，「電源構成の多様化への
対応」といった社会的ニーズに応えていく必要がある
と考えている（図 2）．
　このような社会的ニーズの中でも特に中長期に伸長
していく成長分野としてとらえている，「輸送機軽量
化」および「エネルギー・インフラ事業」に対して，
当社の 3本柱である「素材系事業」，「機械系事業」，「電

図1　神戸製鋼グループの事業別売上高

図2　事業環境認識

大会記念講演

神戸製鋼グループの中期経営計画と技術開発
尾　　上　　善　　則＊

Kobe Steel’s Fiscal 2016-2020 Group Medium-Term 
Management Plan and Technological Development
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力事業」によりアプローチを行い，従来の成長戦略を
さらに深化させ，神戸製鋼グループ独自の付加価値を
高めることで，圧倒的な競争優位性を発揮し，事業の
拡大および社会への貢献を目指している（図 3）．
そのような中でも，今回は素材系事業における重要な
成長戦略である，「輸送機軽量化への取組み」につい
て紹介する．

3.　輸送機軽量化と環境性能向上に対する技術開発

3-1.　自動車分野
　自動車メーカーは，「燃費・CO2排出規制と排ガス
規制強化に対する燃費・環境性能向上への対応」およ
び「各国・地域における衝突安全規制強化に対する安
全性向上への対応」に取り組んでいく必要がある．自
動車に対する CO2排出規制強化の動きについては，
中国，北米，欧州，日本といった世界各国で年率 4 %

程度の削減が必要となる規制が進んでいる（図 4）．
燃費・環境性能向上のためには自動車自体を軽くする
ことが有効であるが，HV/PHEVへのシフトや，EV/

FCVの普及に伴い車体重量はむしろ増加する傾向に
ある．安全性向上に対しても，予防安全対応装備や自
動運転装備の充実や衝突安全性向上のためのボデー骨
格強化により，車体重量の増加は避けられない．年を
追うごとに厳しくなる規制に対応するため，自動車に
対する軽量化のニーズは今後も長期にわたって続くも
のと考えられ，当社としては鉄とアルミの両方の事業
を有する特長を活かして，「最先端の鉄鋼材料」，「最
先端のアルミ合金」に加えて「マルチマテリアル化を
始めとしたソリューション提案」により，自動車軽量
化に貢献していくことを考えている．
　自動車の軽量化の手法として最も効果の大きいの
は，現行よりも軽量な材料への置換である．材料置換
としては，①同じ素材でも強度を上げることで薄肉化
して使用する材料の重量を下げる方法，②現行の素材

よりも比重の小さいものに変更する方法の 2通りの方
法が考えられる．現状での自動車用材料は主に鉄鋼材
料が使用されているため，①ハイテン化（高強度化）
による鉄鋼材料の薄肉化，②鉄よりも比重の小さい非
鉄金属（アルミ等）への置換，③樹脂・CFRPへの置
換といった方法を用いて軽量化への取り組みが進めら
れている．なお，実際に材料置換を進めるためには，
これまでに使用したことのない強度の鉄鋼材料や素材
を使用することになるため，加工や接合などの「工法
最適化」や，実際に材料置換を実現するための「構造
最適化」などの材料置換を促進する技術も重要になる．
　個々の部品で見た場合（図 5）にも，重量構成比率
の高いボデー，サスペンション・シャシー，パワート
レイン，内装（シート骨格）などに多くの鉄鋼材料や
アルミが採用されており，鉄とアルミを有する当社が
軽量化に貢献できる部品は非常に多い．そこで，以下

図3　神戸製鋼グループの考える成長分野

図4　自動車に対する CO2排出規制の動向1）

図5　自動車における重量構成比の一例
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にそれぞれの製品について説明する．
　鉄鋼材料の一つである線材・棒鋼製品は，エンジン，
トランスミッション，サスペンションなどで構成され
るドライブトレインを始めとして，自動車一台当たり
に約 220㎏の製品が使用されている．主な製品は，「エ
ンジン用の弁ばね用鋼」，「サスペンション用の懸架ば
ね用鋼」，「タイヤ用のスチールコード」，「トランスミッ
ション用の歯車用鋼」などである．これらの製品は高
強度化することで部品自体の小型化が可能となるた
め，車両全体の軽量化に対して大きく貢献できる．し
かしながら，高強度化に伴い，各部品で必要とされる
諸特性との両立が難しくなるとともに表面疵に対する
感受性も高くなることから，商品化に当たっては高強
度化だけでなく各種特性との両立や表面疵低減も合わ
せて満足する必要がある（表 1）．
　当社の取組み例の一つとしては，弁ばね用鋼の高強
度化が挙げられる．エンジンの高出力化／高回転化，
低燃費化に対応するためには弁ばねの高強度化が，エ
ンジンの省スペース化に対応するためには弁ばねの小
型化が，エンジンの高寿命化に対応するためには弁ば
ねの耐疲労折損性（長時間折れない特性）が要求され
る．このようなニーズに対応するためには，当社弁ば
ね用鋼については高強度かつ鋼中の不純物制御が必要
となる．当社はそのような要求に応えてこれまでに疲
労強度を向上した高強度弁ばね用鋼を商品化してきて

おり，1980年代に使用されていた従来鋼に比べて 50 %

の軽量化を可能としている（図 6）．
　自動車用に使用されるもう一つの鋼材としては，薄
板製品がある．薄板製品は，ボデー，シャシー，内装
（シート骨格）など多くの部材に採用されている．自
動車の構成上ボデーは最も重量比率が高く，優先的に
軽量化に取り組むべき材料である．ボデーの軽量化が
可能になると，それに伴いドライブトレインの軽量化
が可能となる．ボデーとドライブトレインが軽量化で
きるとエンジンのダウンサイジングが可能となる．エ
ンジンのダウンサイジングが可能となると燃料タンク
の容量ダウンが可能となる（図 7）．このようなスパ
イラル効果により，自動車全体として大幅な軽量化と
燃費改善が可能となることから，まずはボデー軽量化
に取り組んでいくことが重要となる．
　ボデーは「パネル・蓋物」と「ボデー骨格」に分類
される．「パネル・蓋物」については，剛性面での制
約から薄肉化は限界があり，比重の軽いアルミや樹脂
の採用が拡大している．「ボデー骨格」については衝
突安全性が要求され，高強度化と軽量化が両立可能な
ハイテン材が主流となっている．
　ハイテンとは高張力鋼板（High Tensile Steel Sheet）
のことであり，引張強度（TS）が 340 MPa以上のも
のを言う．また，特に強度の高い引張強度（TS）が
780 MPa以上のものは超ハイテンと言われている．従

表1　線材・棒鋼製品の高強度化による効果と課題

図6　弁ばね用鋼材の高強度化の変遷 図7　車両軽量化スパイラル
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来よりも高強度の材料を使用することにより，薄肉化
が可能となり軽量化につながっている（図 8）．
　ボデー骨格については衝突安全性を担う必要もある
ことから，厳格化される燃費改善との両立のために各
自動車メーカーはハイテン材の適用拡大を進めてい
る．また，適用の拡大に伴って引張強度（TS）が
1000 MPa以上の更なる高強度材料が望まれている．
　しかしながら，一般的には強度が高くなるほど伸び
が小さくなり加工が難しくなるため，高強度と加工性
との両立が材料開発面での課題となる（図 9）．また，
加工性以外にも種々の両立すべき特性があり，TSが
1000 MPa以上の更なる高強度材の適用拡大のために
は高強度に加えて，①成形性，②靱性との両立，③コ
スト抑制，④防錆性との両立が必要であり，そのよう
な課題を解決した新たなハイテン材の開発が期待され
ている．
　そのような要望に対して，当社では高強度と高加工
性の両立をさらに追及した高加工性ハイテンについ
て，いちはやく開発，量産に取り組んでいる．さらに
第三世代の次世代高加工性ハイテンと呼ばれる，より
高強度と加工性を両立した新型ハイテンについても開

発に取り組んでいる．
　上述のように鉄鋼材料の高強度化による軽量化への
取組みが進んでいるが，自動車の飛躍的な軽量化を実
現するためには，鉄鋼材料での対応だけでは不十分で
あり，鉄鋼材料以外の軽量化素材の適用も進んでいる．
その様な中でも特にアルミ化が伸展しており，車格で
見ると高級車の多い大型車から，部品で見るとパネル
類からアルミ化が進んでいる．当社は軽量化効果が高
いアルミ合金でも自動車軽量化に貢献しており，高強
度化と相反する特性の両立および更なる高強度を達成
することでアルミ化の促進に取り組んでいる（図10）．
　しかしながら，実際にアルミの適用拡大を進めるに
は接合面での課題を解決する必要がある．従来の鉄（鋼
板）同士の接合の場合にはスポット抵抗溶接が主流で
あり，抵抗が大きく発熱しやすい鋼板に最も適した方
法として量産体制が確立されている．一方，導電性の
良いアルミには抵抗溶接は使い難いことから機械的な
接合が主体となる．また，鉄とアルミを接合する部分
では異種金属間腐食を防止するために接着剤併用等に
よる絶縁処理も必要となる．現在は様々な接合技術が
乱立し，最適解を模索している状況にあり，今後の適

図8　鋼材の種類と強度レベル

図9　鋼材における強度と加工性の関係

図10　アルミ合金の適用事例

図11　鉄／アルミの機械接合の例2）
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用拡大に向けて最適な接合方法を見極めていく必要が
ある（図11）．
　当社としては鉄とアルミの両方の事業を有する特長
を活かして，最先端の高強度鋼材（特殊鋼・超ハイテ
ン），アルミ合金（板・鍛造・押出）を開発・供給す
るとともに，鉄－アルミ接合技術等のソリューション
技術も提供することで，今後の更なる自動車軽量化に
貢献していく．
3-2.　航空機分野
　航空機向けの需要は年率約 5 %で増加しており，
2034年には運用機数が37,100機まで拡大すると見られ
ている（図12）．地域別では人口増加が進むアジア太
平洋地域の割合が大きく，2015年 3月時点の予測では
同地域が航空機需要全体の 4割を占めている．また，
航空機の部品点数は約300万点と自動車の100倍程度も
あり，様々な部品でチタンやアルミが使用されている．
　航空機の機体を構成する素材は時代とともに変化し

ており，1960年代後半には約 80 %がアルミ合金であっ
たのに対し1990年代半ばにはチタン合金および CFRP

が増加し，アルミ合金は約 70 %まで減少した．さらに，
2010年代前半にはアルミ合金は約 20 %まで減少し，
CFRPが約 50 %，チタン合金が約 15 %まで増加してい
る（図13）．チタン合金はアルミ合金と比較して線膨
張係数が小さく，腐食も起こしにくいことから CFRP

と併用しやすい利点もあり適用が拡大している．
　当社はこれまでに，拡大する航空機需要の獲得を目
指して，溶解から鍛造工程までの上工程側を強化し，
一貫生産体制の構築を目指してきた（図14）．しかしな
がら航空機の生産機数が拡大する中で，国内外の需要
家からは「サプライヤーに対する素材から部品加工ま
での一貫対応ニーズ」や「航空機需要の成長エリアで
あるアジア圏におけるサプライチェーンの確立」の要
望がでてきている．そのため当社では，溶解・鍛造ま
での一貫生産を一歩進めて，機械加工・表面処理の下
工程まで対応することで，「国内完結型サプライチェー
ンの構築」を目指している（図15）．チタン分野では
大型鍛造品の機械加工参入に向けた技術開発の推進

図12　航空機の運用機数実績想定3）

図13　Boeing社大型機　機体構成素材の推移4）

図14　航空機部品の製造工程

図15　航空機分野におけるニーズの変化
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を，アルミ・マグネシウム分野では完成加工部品メ
ニューの対象拡大に向けた技術開発推進を進めている．
3-3.　船舶分野
　船舶分野では海洋汚染防止のために，国際海事機関
（IMO）や海洋環境保護委員会（MEPC）で国際規制
が決まりつつあり，大気環境や地球温暖化への対応か
ら排ガスに対する CO2，NOx，Soxについての規制が
強化されている（表 2）．
　CO2排出規制については，エネルギ効率設計指標を
用いた新造船の省エネ性能の見える化と規制が定めら
れており，2014年度中頃から 10 %削減を目標とした
フェーズ 1が開始されている．NOx規制については，
北米200海里海域を対象に2016年 1月 1日起工船より
一次規制比 80 %の低減を求められている．SOx排出規
制については指摘区域（北米200海里海域，北海，バ
ルト海海域）での規制が開始され，一般海域への適用
に向けても2020年または2025年以降に規制強化が行わ
れる見込みである．
　これらの環境規制に対して，造船メーカーでは様々
な特性を向上させた新型船の開発を進めている．具体
的には，CO2規制に対しては，「エンジンの低燃費化」，
「推進効率の改善」，「推進抵抗の低減」が，NOx規制
に対しては，「環境対応機器の搭載」が，SOx規制に
対しては，「環境対応機器の搭載」，「低 SOx型エンジ
ン導入」が検討されている．そのような造船メーカー
の要望に対して，素材メーカーとしては「エンジンク
ランク軸のコンパクト化」，「中間軸，推進軸の高強度
化」，「ラダーの薄肉化」などにより省エネ，省スペー
ス化への対応に取り組んでいる．
　具体的な当社の取組みとしては，高疲労強度クラン
ク軸の開発が挙げられる．当社は製鋼・鍛造・機械加工
を一貫で実施しているところに強みがあり，型入れ鍛
造法を用いることで形状安定性が高く，応力が集中す
るフィレット部でも鍛流線がかからない高い疲労強度
を有したクランク軸の製造が可能である（図16，図17）．

　この型入れ鍛造法を用いることで，K-factor（設計
疲労強度係数）を国際規格の K＝1.00から K＝1.05ま
で高めることが可能となるクランク軸を開発してい
る．この当社独自の高疲労強度クランク軸は日本海事
協会から K-factor＝1.05の認証を世界で初めて取得し
ており，当社材を使用することで，他社にはできない
軽量化設計を可能としている（図18）．また，高強度
中間軸では，当社開発の高強度中間軸を IACS（国際
船級協会連合）統一規格として国際ルール化しており，
従来の国際規格の引張強度上限である 800 N/mm2か
ら 950 N/mm2に引き上げることが採択されている．
このことにより，今まで以上の軽量化設計が可能とな
り，船舶の軽量化に大きく貢献している（図18）．
　船舶分野においては，当社提案技術を広く世の中に
浸透させて国際規格化を進め，環境規制への対応に貢
献していく．また，製鋼・鍛造・機械加工を一貫で行
う強みを活かして，「高清浄度鋼化」，「製造技術の高
度化」，「検査技術の高度化」に努めていく．
　輸送機の軽量化と環境性能向上に対する技術開発に
ついて当社は上述のような取組みをおこなっており，

表2　船舶からの汚染防止のための国際条約

図17　型入れ鍛造法による成形後の外観

図16　鍛造方法の違い
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当社の特長を活かして，「最先端の素材と部品の開発」
および「利用技術の開発」の両者を合わせた取組みを
行っていく．

4.　企業活動と人

　以上のように当社の中期計画に対する技術開発面で
の取組みを紹介したが，技術開発による新商品の創出
や生産プロセスの強化を始めとした企業活動はすべて
“人”が土台としてなりたっている．人を土台として，
「安全・環境・防災・コンプライアンス」，「安定生産・
安定品質・安定納期」の上に「技術開発・新商品創出・
生産プロセス強化」の活動がある．そのような活動に

取り組むことで社会への貢献・企業の成長に繋がって
いくものと考えている（図19）．
　また，経営基盤の強化のための活動として，「ダイ
バーシティ推進」，「働き方変革（スタッフの生産性向
上）」，「成長を牽引する人材の育成」，「安全衛生管理」
にも取り組んでいる．

参 考 資 料

 1）  The International Council on Clean Transporta-
tionの各国規制データを参照

 2）  日経オートモーティブ2105年12月号
 3）  一般財団法人日本航空機開発協会
 4）  一般社団法人日本航空宇宙工業会

図18　当社の取組み例 図19　企業活動と人
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1.　は じ め に

　平成28年 4月 1日付けで京都大学大学院工学研究科
都市社会工学専攻環境資源システム工学分野の教授に
着任いたしました，林為人と申します．どうぞよろし
くお願い申し上げます．この場を借りて，着任のご挨
拶を申し上げますとともに，経歴を簡単に紹介させて
いただき，これまで取り組んできた研究の代表的な例
として「科学掘削における地層中の応力測定および岩
石物性の評価」などを述べさせていただきます．
　私は中国の出身ですが，昭和62年に留学のために来
日し，博士課程を修了後に就職して，今日まで続けて
日本で生活してまいりました．平成11年に日本の国民
となり，漢字氏名は変わりませんでしたが，公式なフ
リガナがハヤシ　タメトとなりました．しかし，研究
成果等の継続性を鑑みて，普段の研究・教育活動では
通称の読み方としてリン　ウェイレン/Weiren LINを
使い続けています．私は平成元年に秋田大学大学院鉱
山学研究科採鉱学専攻で修士課程を修了して，東北大
学大学院工学研究科資源工学専攻の博士課程の後期課
程に編入学しました．平成 4年 3月に博士（工学）の
学位を授与され，博士課程を修了しました．その後，
民間会社および通商産業省工業技術院地質調査所なら
びに国立研究開発法人産業技術総合研究所での勤務を
経て，平成15年に国立研究開発法人海洋研究開発機構
に移り，京都大学へ異動する直前の平成28年 3月まで
研究生活を送ってまいりました．
　私は長年，地球工学の分野で石油等の天然エネル
ギー資源の開発，高レベル放射性廃棄物の地層処分に
おける天然バリアの遮蔽性，重要構造物の地質・地盤
調査など，地球科学の分野では科学掘削による地震断
層や地震発生帯である沈み込み帯の特性を解明するた

めに，地質学と地球物理学の学際的な分野において，
深部地層の原位置応力や岩石物性などを実験的に研究
して来ました．本稿では，近年従事して来た東北地方
太平洋沖巨大地震の震源断層の掘削研究およびその関
連の成果を紹介させていただきます．

2.　東北地方太平洋沖地震調査掘削の概要

　2011年 3月11日に日本列島を襲ったモーメントマグ
ニチュード 9.0（Mw 9.0）の東北地方太平洋沖地震（以
下，東北地震と略称）とそれに付随した巨大津波は，
北米プレートと太平洋プレートの境界断層がすべった
ことにより発生しました．東北地震では，地震直後の
震源域付近の海底地形と地殻構造の調査結果により，
プレート間の固着がないと考えられていたプレート境
界の海溝軸付近の部分において上盤が 50 m以上東南
東へ移動したことや，地震を発生させたと推定される
断層の活動が海溝軸まで及んでいたことなど，従来の
考え方では理解しがたい現象が確認されました．この
50 mにも及ぶ極めて大きな断層のすべり量は，既往
の地震記録を大幅に超えるものであり，この断層すべ
りこそが海底の大きな隆起を引き起こし，大量の海水
を押し上げて津波を巨大化した原因であります．した
がって，東北地震に伴って発生した巨大津波を理解す
るためには，この巨大な断層すべりのメカニズムを知
ることが最も重要となります．そのため，この巨大す
べりを起こした断層の構造・物理と化学的性質・摩擦
挙動などを解明する目的で，断層の掘削調査を行い，
コア試料を採取し，各種物性データおよび原位置観測
データを取得することが鍵になると考えられました．
私を含む，このような問題意識を持つ科学者らは，東
北地震発生直後に東北地震震源断層の科学掘削調査に
関する緊急提案を統合国際深海掘削計画（Integrated 
Ocean Drilling Program，略称 IODP）に提出しました．
IODPはその緊急性に鑑み迅速な提案の検討と評価を
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行い，東北地方太平洋沖地震調査掘削（Japan Trench 
Fast Drilling Project，略称 JFAST）の実施を決定しま
した．JFASTは世界最大の科学掘削船である地球深
部探査船「ちきゅう」（以下，「ちきゅう」と略称）を
用いて，水深 6890 mの日本海溝付近の地点において
プレート境界断層の掘削を行いました（図 1と図 2）．
　地震が発生する際，地震断層が高速にすべることに
より断層面の温度は急激に上昇することが知られてお
り，1999年に発生した台湾集々地震（Mw 7.6）の断
層摩擦残熱が約 6年後に測定されました．この摩擦熱
は地震時特有の現象であり，地震後の限られた期間内
しか残存しないため，それを検出できれば地震断層の
すべった箇所を特定することができます．また，その
摩擦熱による温度分布の異常から地震時に上昇した断
層の温度を一定の仮定に基づいて推定することができ
ます．このように，断層摩擦熱による温度深度分布異
常の測定は，断層活動に伴う熱的挙動や断層の動的強

度を定量的に評価することを可能とする唯一の手法で
あります．一方，断層すべりによる摩擦熱は時間とと
もに消失してしまうため，その温度異常は速やかに測
定しなければなりません．これが東北地震震源断層を
掘削する JFASTを緊急に実施しなければならない最
大の理由であります．JFASTは，1）地震断層を貫通
する掘削孔に温度センサー群を設置して，東北地震時
にすべった断層の摩擦熱による温度異常を検出するこ
と，2）断層帯のコア試料を取得し，断層物質の摩擦
特性ならびに断層の構造特性と物理・化学性質を把握
すること，3）断層帯付近の応力状態を把握すること
を主目的として行われました（Chester et al., 2012）．
JFASTはこれまで経験したことのない大水深での困
難な作業環境の中，掘削同時検層，コア試料の採取，
長期温度モニタリング用の温度センサー設置を次々と
成功させ，プロジェクトの目的を達成することができ
ました．当該掘削プロジェクトでは，Science誌に掲
載された 4本の論文をはじめ，多くの研究成果が得ら
れました（林ほか，2014）．

3.　JFAST断層掘削サイトの応力状態

　JFASTでは掘削同時検層（LWD）を実施し，良質
な孔壁の比抵抗イメージを取得しました（図 3）．鉛
直掘削孔の場合，水平面内の最大主応力と最小主応力
が異なっていれば，掘削孔壁の周方向応力の大小は方
位によって変化します．その応力の最大値が孔壁岩石
の耐えられる強度を超えた場合，ボアホールブレーク
アウト（Borehole Breakout）もしくはブレークアウ
トと呼ばれる局所的な圧縮破壊が発生します．掘削孔
周囲の応力分布は，孔中心に対して対称になっている
ため，孔壁に発生するブレークアウトは対向 2か所で
認められ，かつその方位は必ず最小水平主応力の方位
と一致し，最大水平主応力の方位と直交します（90°
異なる）．図 3中の黒色縦の帯状模様がブレークアウ
トであり，孔壁イメージからこのようなブレークアウ
トを特定できれば，水平主応力の方向は比較的簡単に
決めることができます．また，ブレークアウトの幅を
測定し，別途岩石コア試料を用いて測定した圧縮強度
等の物性値と組み合わせることにより，最大水平主応

図1　 JFASTの掘削調査サイト C0019（●）と東北地
震の本震震央（★）の位置図．灰色矢印と数字
は太平洋プレートの運動方向と年間速度；サイ
ト C0019にある黒実線は最大水平主応力方向，
破線はそれの標準偏差である（Lin et al., 2013
より一部改変）．

図2　 掘削位置の西北西～東南東方向の地殻構造断面図（KY11-E05と HD33Bの
反射法探査断面に基づく Chester et al., 2013の図より一部改変）．
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力値と最小水平主応力値の取り得る範囲（constraint）
を決めることができます．
　サイト C0019では比較的多くのブレークアウトを
特定することができました．前縁付加体の浅部では，
主応力の方向が規則性を欠き，ブレークアウトの向き
が “ランダム” の様相を呈しました．このような特徴
は，既往の沈み込み帯の掘削プロジェクトでは前例が
ないものでした．一方，深部ではブレークアウトが北
東～南西の卓越方向性を有することが認められまし
た．このことから，前縁付加体深部での水平面内の最
大主応力方向は北西～南東であることが判明しました
（図 1）．この方向はこの海域の太平洋プレートの沈み
込み方向と概ね一致し，また，地震前の掘削（Ocean 
Drilling Program (ODP) Leg 186, 1999年）から決定し
た三陸沖の最大水平主応力方向（Lin et al., 2011）と
ほぼ平行であることが分かりました．
　ブレークアウトの幅等を用いて決定した掘削時すな
わち東北地震発生後の前縁付加体深部の応力状態は，
鉛直方向の応力が最大主応力となり，いわゆる正断層
型（伸張応力場：地層が水平方向で伸張するような応
力場）でした．一方，孔壁イメージ解析やコア観察か
ら得られる小断層の構造解析データならびに既往研究
から，プレート境界断層上盤内の下部の地震前応力は
逆断層型（圧縮場ともいう）であったと推定すること
ができました．したがって，地震前後の応力状態は逆

断層型から正断層型に変化したと結論できました（Lin 
et al., 2013）．図 4に示すように，地震前に海洋プレー
トの沈み込み方向とほぼ平行であった最大主応力σ1

は地震時のひずみと応力の解放に伴って小さくなり，
地震後には中間主応力σ2となりました．地震前の中
間主応力σ2も地震時のひずみと応力の解放に伴って
小さくなり，地震後には最小主応力σ3となりました．
一方，地震前の最小主応力σ3であった鉛直方向の応
力σVは，重力起源のため大きさが地震の前後で大き
く変化せず，地震後には最大主応力σ1となりました．
　また，断層に近い前縁付加体深部での東北地震後の
応力状態は， 3つの主応力値が大差を示さない結果と
なり，地震後における断層面上のせん断応力が比較的
小さいことが判明しました．すなわち，断層面上のせ
ん断応力は，東北地震時にほぼ完全に解放されたと推
測されます．この地震時の応力解放は，エネルギーの
放出を意味するものであり，上盤に蓄積されたひずみ
の同時解放（すなわち，上盤の伸張）を招いた結果，
東北地震時の断層すべり量が海溝軸に近づくにつれ，
増大したことにつながったと考えられます．従来，非
地震性（Aseismic）であるとされていた海溝軸付近の
プレート境界断層は，東北地震の際に地震性（Seismic）
すべりを起こし，前縁付加体に蓄積した応力を解放し
ました．前縁付加体は蓄積された応力の解放と同時に
伸張し，海溝軸付近の断層すべり量が震源域の断層す
べり量の約 2倍程度に増大する一因となりました．
　以上のように JFASTにおける断層近傍の応力測定
関連研究の例を示しましたが，筆者は南海トラフ掘削

図3　 LWDによる孔壁の比抵抗イメージの一例，比
抵抗値が低い領域の黒色帯状の縦模様（向きが
ほぼ 180°異なる 2本）がブレークアウト（Lin 
et al., 2014）．

図4　 東北地震前後における応力状態変化の模式図 
（Lin et al., 2013より一部改変）．
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（Lin et al., 2010a, 2016; Byrne et al., 2009; Yamamoto et 
al., 2013），台湾集々地震（1999年，Mw 7.6）や中国
四川地震（2008年，Mw 7.8）の震源断層の掘削（Lin 
et al., 2007a, 2007b, 2010b; Haimson et al., 2010; Cui et 
al., 2014），石油・メタンハイドレートの資源関連掘削
など（Lin et al., 2006, 2008a; Nagano et al., 2015）でも
応力関連の研究を行って来ました．

4.　 JFAST掘削コア試料による熱物性の評価
および摩擦熱の検出

　前述のように地震時の断層高速すべりにより発生す
る摩擦熱は，地震に伴う特有な現象であり，地震後の
数年以内にしか捉えられない現象であります．断層掘
削調査において複数の断層帯が存在する場合，構造観
察などでは直近の地震（ここでは2011年の東北地震）
ですべった断層帯を特定することが困難であります．
その断層帯を特定する最も信頼できる手法は，孔内温
度計を設置して摩擦熱の発生した断層付近で正の温度
異常を捉えることがあります．東北地震を起こした断
層帯についても，この温度異常を捉えない限り，2011
年にすべった断層帯を特定することが困難と考えられ
ます．また，地震時の断層摩擦熱を見積もることがで
きれば，断層の動的すべりパラメーターを得ることが
できます．
　JFASTで東北地震が発生してから約16ヶ月後に孔
内温度センサーアレーを設置しました．約 9ヶ月間の
温度観測を行った後，全ての温度センサーと観測デー
タを回収して，海底下深度 820 m付近のプレート境界
断層では，周囲より約 0.31℃の高い温度異常が特定
されました（Fulton et al., 2013）．地層の熱物性が異
なることや地層に沿う流体の移動は，断層の摩擦熱に
よる温度異常と類似した非線形的な地層温度の深度プ
ロファイルをもたらすことがあり得ます．したがって，
JFASTで捉えた正の温度異常を解釈するために，ま
た，温度異常から断層の動的摩擦パラメーターを定量
的に評価するために，地層の 3熱物性をすべて決定し
なければなりません．私たちは JFASTの掘削コア試
料（Whole-Round-Core，円柱状コア試料）を用いて，
熱伝導率（Thermal Conductivity）と熱拡散率（Thermal 
Diffusivity）を同時に測定したうえ，体積熱容量 
（Volumetric Heat Capacity）算出した（Lin et al., 2014）．
これらの熱物性の測定結果や，岩石コア試料中の間隙
流体の同位体分析の結果により，前述の正の温度異常
の原因として，地震時の断層摩擦熱以外の可能性は除
外されました．したがって，820 mbsf（海底下深度，
meters below seafloor）付近のプレート境界断層は近
年の地震性すべりを起こしたこと，すなわち，東北地
震時にすべったことが確認されました．この摩擦熱に
よる温度異常から，27 MJ/m2のエネルギーが地震時
に断層面で摩擦熱として消費されたこと，断層の動的

見かけ摩擦係数は 0.08と見積もられ，岩石のせん断
破壊の摩擦係数やほかの断層物質のすべり摩擦係数よ
り小さな値であることが明らかになりました．
　また，「ちきゅう」等による大深度掘削で採取され
るコア試料は，高圧等の原位置環境下にあったために，
それらの物性測定はその高圧条件を考慮する必要があ
ります．そのため，私たちは 100 MPa（深度約 5 kmの
圧力に相当）までの封圧下における熱伝導率の測定装
置を開発して，初歩的な研究として各種岩石コア試料
の高圧下の測定を行い，熱伝導率は圧力の増加に伴い，
上昇することが明らかになりました（Lin et al., 2011b）．
なお，筆者は各種岩石試料の微視的な構造，高温環境下
の構造変化，物理的性質，力学的性質および物性の異方
性等に関する研究も行って来ました（Lin 2002; Lin et al., 
2008, 2015; 林ほか，2002, 2003a, 2003b, 2005, 2016）．

5.　お わ り に

　以上のように私は地球工学・地球科学の分野におい
て，掘削等の岩石コア試料や物理検層データを用いて，
地質学と地球物理学の学際的な分野において，地層の
原位置応力や岩石の物理的・力学的性質を研究して来
ました．このような研究内容に共通する研究の興味を
持つ方と，一緒に研究を進めることができれば幸甚で
す．最後となりましたが，私は京都大学教員の一員と
して，また，約120年の歴史と伝統のある京都大学水
曜会のメンバーとなり，今後ともベストを尽くし，精
進してまいる所存ですので，ご指導・ご鞭撻のほどよ
ろしくお願い申し上げます．
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1.　は じ め に

　筆者は，平成28年 4月 1日付で材料工学専攻表面処
理工学分野の准教授に着任しました．これまでの経歴
を述べますと，平成15年に京都大学工学部物理工学科
を卒業後，エネルギー科学研究科エネルギー基礎科学
専攻修士課程，次いで工学研究科材料工学専攻博士後
期過程に進学し，平成20年 3月，田中功教授のご指導
の下「Lithium diffusion in graphite intercalation com-

pounds based on transition state theory（遷移状態理論
に基づいた黒鉛層間化合物中におけるリチウム原子の
拡散挙動）」と題する論文により，博士（工学）の学位
を取得しました．その後，日本学術振興会特別研究員
（京都大学），キヤノンヨーロッパ財団リサーチフェ
ロー（オスロ大学），京都大学大学院工学研究科特定研
究員（産官学連携），名古屋大学大学院工学研究科マテ
リアル理工学専攻助教を経て，現職に至っています．
　筆者の興味は固体内の原子拡散・イオン伝導にあり，
これまで，その微視的描像を第一原理計算に基づく理
論解析によって明らかにして参りました．特に，プロ
トン伝導性酸化物については，海外留学中，当該分野
の権威のひとりであるオスロ大学・Truls Norby教授
の下で始めたのをきっかけに，現在でもその系統的な
解析を続けています．本稿では，当時の研究留学生活
と，そこから始まったプロトン伝導性酸化物の研究に
ついて，紹介させていただきたいと思います．

2.　オスロ大学留学中の生活

　ノルウェーは，南北に細長い国土を有しており，ス
カンジナビア半島の最西に位置しています．筆者の留

学先であったオスロはその南端に程近いところにあり
ますが，それでも北緯 60°と北海道・札幌より 15°以上
北に位置します．留学生活をはじめた 4月でも市内は
雪に覆われ最高気温は 5℃前後，冬は常時－15℃で
－30℃近くになることもありました．また，その緯
度の高さから，夏の日照時間は19時間，逆に冬は 5時
間のみと両極端な環境であることにも驚かされまし
た．運よく留学開始が春先であったため，雪の消える
5月頃から日の長さを利用して屋外でサッカーやバー
ベキューを楽しむことができ，同僚との親睦を深める
きっかけが作れたのは恵まれていました．一方，秋か
ら冬にかけては，寒さに加えて薄暗い状態が続きます
ので，現地の人ですら気持ちが滅入ってしまうことも
あるようです．筆者も例外ではありませんでしたが，
雪が積もり始めた12月頃からは，ノルウェーで盛んな
クロスカントリースキーなどのウィンタースポーツを
楽しみ，徐々に気分を持ち直しました．
　気候以外で驚いたのは，オスロの物価と消費税の高
さです．私が滞在した2009－2010年はリーマンショッ
ク後で円高水準にあったものの，某ハンバーガー
チェーンのセットが 1000円程度，飲食店でビールを
注文すると 1000円以上は当たり前など，物価は日本
の 2～ 3倍といった印象でした．さらに，消費税も
25 %と法外で（食料品は 15 %），私を含め海外からの
留学生などは生活に四苦八苦していました．逆に，社
会福祉は充実しており，学費や医療費の自己負担はほ
とんどなく，失業手当も手厚いことから，税率が高く
ても国民の不満は募らないようでした．特にノル
ウェーは北海油田から採掘される石油や天然ガスで経
済が潤っており，他の北欧諸国より国民負担が少ない
点も満足度を上げている要因となっています．
　気候や物価の面で多少のカルチャーショックを受け
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ましたが，自然の豊かさと国民性には日本と共通する
側面も見られました．例えば，大学から地下鉄で10分
ほど北に向かうと，広大な森に囲まれた Sognsvann

というきれいな湖があり，地元民の憩いの場となって
います．そして，その広大な森の中には，夏はサイク
リング，冬はクロスカントリースキーが楽しめるよう
コースが張り巡らされており，筆者は週末のたびにこ
こへ出掛けて自然を満喫していました（写真 1）．また，
ノルウェーの自然と言えば，西岸に沿って多数存在す
るフィヨルド群が有名ですが，筆者も 4大フィヨルド
のひとつ，リーセフィヨルドに訪れました．写真 2は，
その中に存在するプレーケストーレン（協会にある
“説教壇”）と呼ばれる断崖絶壁（水面まで 600 m）を
訪れたときの様子で，中央で筆者が恐る恐るその縁に
腰を掛けている姿が映っています．
　また，“控えめで恥ずかしがり屋” な国民性も，（一
昔前の？）日本と共通する部分かもしれません．平均

身長 180 cm以上と世界で指折りの高身長国で，見た
目こそ屈強な人が大半を占めていますが，非常にシャ
イな性格で自ら積極的に話しかけるようなことはほと
んどありません．ただ，日本人の私からすると，“聞
けば親切に教えてくれるが過干渉はしない” という距
離感が心地よく感じられました．研究室の同僚も例外
ではなく，私のデスクは 190 cmを超える大男ふたり
の間にありましたが，筆者が困っていないかいつも気
に掛けてくれ，こちらが相談すると親切に対応してく
れました．続く章では，席が隣であった親切な大男の
ひとり，Harald Fjeld氏（以下，Harald）との雑談中
に降って湧いた共同研究1）について紹介します．

3.　ランタンニオブ酸塩中のプロトン伝導

　当時の Norby研では，かれらが見出したプロトン
伝導性ランタンニオブ酸塩（LaNbO4）を電解質に用
いた新しい燃料電池の開発を目指し，基礎的研究を積
み上げている段階でした2－4）．PhDの学生であった
Haraldもそのプロジェクトの一員であり，LaNbO4の
プロトン伝導性評価に取り組んでいました．図 1 aに，
かれが測定した Srを 0.5 %添加した LaNbO4の粒内伝
導度σのアレニウスプロットを示します．520℃付近

写真1  同僚（右）とクロスカントリースキーを楽し
む筆者（左）．

写真2  プレーケストーレンの断崖絶壁に腰掛ける筆
者（中央）．

図1  Srを 0.5 %ドープした LaNbO4の（a）粒内伝導度
および（b）見かけの活性化エネルギー．
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を境に伝導度の温度依存性が変化している様子が見て
取れますが，これは高温の正方晶相（t-LaNbO4）から
低温の単斜晶相（m-LaNbO4）への変位型二次相転移
に起因したものです5）．かれが知りたがっていたのは，
① 相転移するとはいえ単斜晶相の構造は温度変化に対
して徐々に変化するので，プロトンの移動エネル
ギーΔEmigも連続的に変化するに違いない．にもか
かわらず，単斜晶相における伝導度の見かけの活性
化エネルギー Qが立方晶相に対して急上昇するの
はなぜか（図 1 b）？
② 単斜晶相におけるΔEmigの温度依存性は，伝導度の
測定データからどのように見積もるべきか？
という 2点でした．
　そこで，まず①を明らかにする目的で，両相内にお
けるプロトン伝導挙動の第一原理解析を行いました．
図 2に，t-LaNbO4中に見出されたプロトンの安定・
準安定サイト（最安定：黒色小球，準安定：灰色小球）
とそれを繋ぐ長距離伝導経路（白色小球）を示します．
まず，結晶中のプロトンは O-H結合を形成し，酸素
イオン周囲に存在することがわかりました．また，最
安定と準安定のサイトエネルギー差は 0.13 eVであ
り，両サイトを繋ぐ経路がプロトンの長距離伝導に対
する律速過程となっていました．そのΔEmigは 0.41 eV

（＝39 kJ/mol）であり，これが伝導度測定データの活
性化エネルギー Qに対応します．t-LaNbO4領域（図
1 a）の Qは 35 kJ/molであり，計算結果は測定結果
とよく一致しています．一方，0 Kの m-LaNbO4に対
応する構造を用いた解析では，安定・準安定サイト間
のエネルギー差は 0.41 eVと広がり，律速過程の  

ΔEmigも 0.62 eV（＝60 kJ/mol）と相対的に高いことが

わかりました．つまり，0 Kにおける単斜角は高々 4°
ですが，その程度の微小な構造変化であっても，プロ
トンの移動エネルギーは 1.5倍ほど高くなることが明
らかとなりました．
　ただ，この時点では，相転移直後における Qの急
激な変化をどう説明するかという疑問が残っていまし
た．我々が誤解していたのは，“見かけの活性化エネ
ルギー Qと移動エネルギーΔEmigは一致する” と考え
ていたことでした．あとで気づいたのですが，ΔEmig

が温度に依存性する場合，Q＝ΔEmigは成立しません．
実際，

　σT ∝exp −
ΔEmig T( )
RT

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  ………（1）

の両辺に対数をとり，1/Tで微分すると，
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⎜
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⎛
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⎟
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となり，

　Q = ΔEmig T( )− d ΔEmig T( )( )
dT

⋅T  ………（3）

という関係が得られます（Tは温度，Rは気体定数）．
したがって，ΔEmigに温度依存性がある場合は式（3）
の右辺第 2項が消えず，QとΔEmigが一致しないこと
になります．LaNbO4では温度の低下とともにΔEmig

は上昇しますので，第 2項は正，つまり，QはΔEmig

より大きくなり，これが相転移前後で Qが大きく変
化する要因となっています．
　では，伝導度の測定データから m-LaNbO4領域にお
けるΔEmigの温度依存性を見積もるにはどのようにす
べきでしょうか（問題②）？ここで注目したのが，伝
導挙動解析の結果明らかとなった両相におけるプロト
ン伝導経路の類似性です．上述の通り，プロトンサイ
トのエネルギー差や移動エネルギーは両相で大きく異
なっていますが，移動経路自体は同じであることから，
温度無限大の極限で伝導度は一致すると考えられま
す．これは，伝導度を式（1）のようなアレニウス型で
表した場合，“t-LaNbO4” と “任意の温度における
m-LaNbO4” の前指数項が一致することを意味してい
ます．図 3 aの破線は t-LaNbO4領域の測定データを
フィッティングした近似直線であり，実線は，同じ切
片で Q＝60 kJ/mol（m-LaNbO4（0 K）の結晶構造を用い
て計算したΔEmig）に相当する直線を示しています．

図2  LaNbO4中におけるプロトンの最安定サイト（黒
色小球），準安定サイト（灰色小球），および長
距離伝導経路（白色小球）．
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図のように，m-LaNbO4領域における伝導度の測定デー
タは，温度の低下とともに 0 Kの実線に近づいていく
様子が見て取れます．つまり，伝導度の前指数項が相
転移前後で変わらないという仮定はリーズナブルであ
り，これを用いれば m-LaNbO4領域におけるΔEmigの
温度依存性を測定データから容易に見積もることがで

きます．具体的には，t-LaNbO4の切片と各測定デー
タを結ぶ直線（図 3 a点線）の傾きが，各温度におけ
るΔEmigに相当します．このようにして求めたΔEmig

を図 3 bに示しますが，相転移点において t-LaNbO4

と m-LaNbO4は連続的に繋がり，温度の低下とともに
徐々に上昇するという変位型二次相転移の挙動と整合
するプロファイルが得られています．
　このように，第一原理計算による理論解析は，実験
では困難なプロトン伝導の微視的描像を直接把握で
き，単に実験結果との整合性の議論に留まらず，デー
タの解釈を助けるという点で強力なツールとなり得ま
す．また，m-LaNbO4のΔEmigの温度依存性について，
様々な単斜角で同様の解析を行えば計算で求めること
も可能なのですが，ここでは，理論解析で明らかとなっ
た伝導機構に基づいて実験データから抽出していま
す．これは，本研究に費やせる時間や計算資源が限ら
れていたためですが，この経験を通して，計算と実験
を相補的に用いることで効率よく目標に到達できるこ
とを教わりました．

4.　プロトン伝導性酸化物の系統的解析

　筆者は，留学をきっかけに始めたプロトン伝導性酸
化物の第一原理解析を現在でも進めています．ただ，
留学中は，ある対象系のプロトン伝導機構の解明や測
定データの解釈を目標としていましたが，現在は，酸化
物の結晶構造とプロトン伝導性の関係を明らかにし，
新材料探索の指針を構築することを目指しています．
　一般に，酸化物中のプロトンは酸素イオンの周囲に
存在し，その周りの回転と異なる酸素イオンへのホッ
ピングを繰り返しながら伝導することが知られていま

図3  m-LaNbO4における移動エネルギーの（a）見積も
り方法，および（b）移動エネルギーの温度依存性．

図4 既知プロトン伝導性酸化物の結晶構造．
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す6－8）．したがって，結晶中の酸素イオンの配置，さ
らには，酸素イオンとカチオンで構成される配位多面
体構造がプロトン伝導性を決める重要因子であること
が予想されます．これまでにプロトン伝導性が報告さ
れている種々酸化物の結晶構造を図 4に示しますが，
結晶格子中における配位多面体の種類と存在状態は多
岐に亘っています．筆者は，これら酸化物中のプロト
ン伝導挙動解析を系統的に行い，プロトンサイトや伝
導経路について材料探索・設計上有用な知見をいくつ
か見出して参りましたので，本章では，その詳細につ
いて紹介したいと思います1, 9－13）．
4.1　プロトンサイト
　まず，酸化物中のプロトンサイトについてですが，
基本的には，O-H結合の形成により酸素イオン近傍に
存在します．しかしながら，そのサイトエネルギーは，
結合を形成する酸素イオンの種類によって大きく異な
ることが明らかとなってきました．その例として11），結
晶学的に 4つの酸素サイト（O1－O4）をもつ La3NbO7

中に見出されたプロトンサイトを図 5に示します．こ
の結晶中では，O1，O2，O4によって NbO6八面体が
構成されており，O2で頂点を共有することで a軸方
向に八面体鎖を形成しています．また，O3はニオブ
イオンと結合を形成していない孤立酸素イオンとなっ
ています．カッコ内のエネルギーは，最安定サイトを
基準とした各サイトの相対エネルギーですが，プロト
ンサイトによって 0.7 eV程度の差異がみられます．
これを酸素イオンの種類別にみると，NbO6八面体を
構成する酸素イオンのうち， 2つの八面体に共有され
ている O2（頂点共有酸素イオン）周りのサイトエネ
ルギーが 0.6－0.7 eVであるのに対し，共有されてい
ない O1および O4（非共有酸素イオン）周囲では 0.3 eV

以下と相対的に低くなっています．また，孤立酸素イ
オンである O3周りにおいては，0.3－0.4 eVと中間の

サイトエネルギーを取っています．このように，数種
類の酸素イオンが共存する系においては11－13），プロト
ンは酸素イオンを選り好みし，特に，非共有酸素イオ
ンを好む傾向があることがわかってきました．これは，
結晶構造からプロトン伝導経路を推定する際に有用な
知見であり，すべての酸素イオンを同一視するのでは
なく，その種類によってプロトン伝導への寄与が異な
ることを考慮する必要があることを意味しています．
　また，MO4四面体ユニットを有する酸化物中にお
いて，プロトンは第二近接酸素イオンとも接近し，
O-H－Oの水素結合を形成することでさらに安定化す
ることも明らかとなってきました．その一例として1），
NbO4四面体ユニットを有する先の LaNbO4中におけ
るプロトン最安定サイト周囲の局所構造を図 6に示し
ます．図のように，第一近接酸素イオンとの O-H結
合は異なる四面体に属する酸素イオンを指しており，
構造緩和によって酸素イオン間距離 dOOが 2.57 Åまで
減少しています．この傾向は，PO4や AsO4など，他
の四面体ユニットを有する系においても同様であり9），

10），12），緩和後の dOOは 2.4－2.8 Åの範囲内に収まって
います．これは，MO4四面体をもつ酸化物の場合，

図5  La3NbO7結晶中のプロトンサイトおよびサイトエネルギー．サイトエ
ネルギーは最安定サイト（O4-2）を基準とした相対エネルギーで表示．

図6  t-LaNbO4結晶中におけるプロトン
最安定サイト周囲の局所構造．
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結晶構造からプロトンサイト位置をおおよそ推定でき
ることを示唆する結果です．
4.2　プロトン伝導経路
　プロトンサイト間を繋ぐ移動経路の素過程は，“同
一酸素イオンに属するプロトンサイト間を繋ぐ回転経
路” と “異なる酸素イオンに属するプロトンサイト間
を繋ぐホッピング経路” の 2種類に大別され，長距離
伝導経路はこれら素過程の組み合わせで構成されま
す．図 7に，先に挙げた La3NbO7中における abc各
軸方向の長距離伝導経路を示します．まず，NbO6八
面体鎖が延びる a軸方向について，その八面体鎖に沿
う長距離伝導経路が存在することが明らかとなりまし
た，この経路は，O1および O4周りの部分的な回転経
路とそれを繋ぐホッピング経路で構成され，そのポテ
ンシャル障壁（0.54 eV）はこの結晶中に存在する全
ての長距離経路の中で最小となりました．一方，b軸
および c軸方向のポテンシャル障壁はそれより 0.1 eV

高く，プロトン伝導に異方性が存在することが明らか
となりました．

　この異方性は，長距離伝導でプロトンが経由する酸
素イオンの種類に起因しています．つまり，a軸方向
では，サイトエネルギーの低い非共有酸素イオン 

（O1，O4）のみを経由して伝導するのに対し，b軸お
よび c軸方向においては，サイトエネルギーが相対的
に高い孤立酸素イオン（O3）を経由しています．実際，
この O3周りの回転が b軸および c軸伝導の律速過程
であり，プロトン伝導異方性の起源となっています．
また，サイトエネルギーが最も高い頂点共有酸素イオ
ン（O2）は伝導に全く関与していないことも注目す
べき点です．ただ，頂点共有によって形成する配位多
面体鎖に沿った高速プロトン伝導は PO4螺旋鎖をも
つ LaP3O9においても見られることから12），頂点共有
酸素イオンは，非共有酸素イオン間距離を物理的に近
づけるという点で間接的に伝導に寄与していると捉え
ることもできます．
　また，異なる酸素イオン間のホッピングについては，
様々な配位多面体構造をもつ酸化物に共通する緩和構
造の特徴が明らかとなりました．それは，ホッピング
の過程において，必ず，プロトンの受け渡しをする 2

つの酸素イオン間距離 dOOが 2.4－2.5 Å程度に縮まる
という点です．この距離は，ちょうど O-H－Oの水素
結合によるエネルギー利得が最大となる距離に相当し
ています．さらに，MO4四面体を有する酸化物中に
おいては，ホッピングの種類に制限があることも明ら
かとなりました．具体的には，ホッピングは必ず隣接
四面体間で生じ，同一四面体内では起こらないことが
わかりました．これは，MO4四面体を有する酸化物
中におけるプロトン伝導経路を推定する上で重要な知
見と言えます．

5.　新材料探索に向けた今後の展開

　前章では，これまでに系統的に解析した種々酸化物
中のプロトン伝導挙動解析の結果を，結晶格子中の配
位多面体構造の観点で整理してきました．本章では，
そこで得られた知見に基づいた材料探索・設計の可能
性について議論を展開したいと思います．そこで，ま
ず，前章で得られた知見を以下に列挙します．
① 酸化物中のプロトンは，OH結合の形成により酸素
イオン周囲で安定に存在するが，結合する酸素イオ
ンによりサイトエネルギーは大きく異なる．
② プロトンは，頂点共有酸素イオンや孤立酸素イオン
周囲より非共有酸素イオン周囲を好む傾向にある．
③ MO4四面体を有する結晶中では，第二近接酸素イ
オンとも接近し，O-H－Oの水素結合を形成する．
④ 基本的に，回転（部分回転も含む）およびホッピン
グの繰り返しによって，プロトンは長距離伝導する．

図7  La3NbO7結晶中における abc各軸方向に沿った
プロトン長距離伝導経路（灰色球）．
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⑤ ホッピングの際，プロトンの受け渡しに関与する 2

つの酸素イオンは 2.4－2.5 Åの距離まで接近する．
⑥ 同一MO4四面体内のホッピングは起こらない．
⑦ 配位多面体の連結構造に沿って，高速プロトン伝導
チャネルが形成される傾向にある．
　ここで，知見①および⑦に基づいて，プロトン伝導
に対するポテンシャル障壁を整理した結果を図 8に示
します．これは，各種酸化物中のプロトンの移動エネ
ルギーを “伝導に寄与する結晶学的酸素サイトの数”
と “配位多面体ネットワークの次元” で整理したもの
です．移動エネルギーは，左奥から右手前に向かって，
つまり，伝導に寄与する酸素サイト数が少なく，配位
多面体ネットワークが発達しているほど低くなる傾向
にあることがわかります．さらに，伝導に寄与する酸
素イオンは主に非共有酸素イオンであるという知見②
を用いることで，これら 2軸に対応する量は結晶構造
から容易に獲得することができます．
　結晶構造に関するデータは，無機結晶構造データ
ベース（Inorganic Crystal Structure Database: ICSD）
に約18万構造以上が収録されており，対象となる酸化
物についてもここから入手可能です．実際，上記の指
針に基づいて，ICSDに収録されている全リン酸塩
4099件のスクリーニングを行ったところ，“PO4四面
体ネットワークが一次元以上” かつ “非共有酸素イオ
ンが二種類以下” の有望なリン酸塩は 15件，重複を
除くと 6化合物（NaPO3，RbPO3，VO（PO3）2，Pd（PO3）2，
Zn（PO3）2，KNi（PO3）2）に絞られ，要した時間は高々
数十分程度でした．これは，結晶構造と物性の相関を
明らかにすることができれば，既に存在する豊富な
データベースから新材料探索に向けたハイスループッ
ト・スクリーニングが実現できることを意味しています．

6.　お わ り に

　本稿では，筆者の留学生活と，留学先で始めたプロ
トン伝導性酸化物の第一原理解析について紹介してき
ました．また，最近の展開として，そこで得られた知
見に基づく結晶構造データベースのスクリーニングの
可能性についても紹介しました．ただ，ここでスクリー
ニングに用いたのは酸化物中のプロトン伝導に関する
定性的な知見であり，伝導度に関する定量的な情報に
基づくものではありません．今後は，より精緻に伝導
特性を推定できるスクリーニング手法を確立すること
で，理論計算主導の新しいプロトン伝導性酸化物の材
料探索を行うことを目指したいと思います．
　最後に，材料工学専攻の准教授に着任して半年足ら
ず，まだまだ研究者・教育者として未熟者ですが，日々
精進を重ねて成長していく所存です．皆様には今後と
もご指導，ご鞭撻を賜りますよう，よろしくお願い申
し上げます．
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図8  各種酸化物中における長距離プロトン伝導経路
の移動エネルギー．“酸素配位多面体ネットワー
クの次元” および “伝導に寄与する結晶学的酸
素サイトの数” に対して表示．
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　応用地球物理学分野は物理探査工学を中心とした地
球物理学関係の研究を行っている．特に弾性波や電磁
波を用いて，地下構造調査・地球計測や波動伝播メカ
ニズムの解析を行っており，探査対象領域は海洋下の
深部構造から陸上の極表層の領域まで多岐に及んでい
る．

弾性波散乱理論を組み込んだ全波形逆解析

　近年，資源探査の分野で注目されている技術に全波
形逆解析手法（FWI）がある．これは，受振された波
形情報全てを使用して地下の物性値を推定するもので
あり，従来法よりも大きな解像度の改善が期待されて
いる．当研究室では，FWIに弾性波散乱理論を組み
込むことで，FWIのさらなる精度向上を試みた．具
体的には，弾性波散乱理論より得られる散乱特性を用
いてモデルの物性値を更新する勾配ベクトルに前処理
を施すことにより，密度を含めた弾性パラメータを精
度良く求めることが可能となるというものである．数
値実験により本手法の妥当性を検証したところ，弾性
波散乱理論を組み込んだ FWIは組み込まないものよ
りも精度良く各弾性パラメータを求められることが示
された．

水圧破砕により生じる亀裂複雑化メカニズムの解明

　近年，地下に流体を圧入することで亀裂ネットワー
クを形成し，石油や天然ガス・地熱流体貯留層の浸透
率を向上させる水圧破砕法が注目されている．水圧破
砕による亀裂生成において重要になるのが，いかに複
雑な亀裂ネットワークが形成されるかであり，そのた
めには亀裂複雑化メカニズムを解明することが重要な
課題となる．これまでは，複雑化の指標として Brit-

tleness Index（BI）が広く用いられてきたが，それだ
けでは亀裂複雑化を十分に説明することができないと
の視点から，本研究では Rock Mechanicsの分野で広
く認識されている岩石の強度不均質性に着目した．図
1は，岩石の強度不均質性による亀裂ネットワークの
複雑化への寄与を，個別要素法を用いた数値実験によ
り検証したものである．上図は比較的均質な岩石を，
下図は比較的不均質性の強い岩石をモデル化したもの
であり，中央の円孔内に流体を圧入させ，水圧破砕亀
裂が進行していく様子をシミュレーションしている．

不均質モデルでは，主亀裂の前方や周辺に微視的な破
壊が多数発生しており，それらが相互作用・伝播・結
合することで複雑な亀裂ネットワークを形成している
ことがわかる．これは，BIにより説明される亀裂複
雑化メカニズムとは大きく異なるものである．今後は
岩石の不均質性を複雑化の評価指標に加えることで，
より精度の高い水圧破砕の評価を可能にしていく予定
である．

地熱生産井におけるシリカスケール析出現象の
物理化学的モデリング

スケールとは地熱発電所の地上配管においてみられる
シリカや硬石膏・カルサイトなどが析出したものであ
り，配管などの流量の低下，閉塞を引き起こし，地熱
発電プラントでは最大の問題であるとされている．よ
って，地熱開発にはスケール析出現象のモデル化が急
務であるとされている．これまでに様々なスケールの
析出プロセス及び数値モデルが提案されているが，シ
リカスケール析出のモデルは未だ確立されていないの
が現状である．そこで本研究では，コロイダルシリカ
粒子の壁面付着プロセスをモデル化した数値実験か
ら，新しいシリカスケール成長モデルを構築すること
を目的としている．数値実験より得られた流体力学的
な影響をスケール成長モデルに組み込んだところ，従
来の反応速度論に基づいた予測では再現できなかった
不均一な析出を再現することができた．

教　授　三ケ田　均
助　教　武川　順一

図1　 個別要素法による水圧破砕シミュレーション結
果．強度不均質性を考慮したモデル（上）と考慮
しないモデル（下）．
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資源工学講座
応用地球物理学分野
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　在来型の新規油ガス田の発見が困難になる中で，発
展途上国の急速な経済成長に伴うエネルギー需要の増
加に対応して持続的にエネルギー資源を供給するに
は，再生可能エネルギーの利用促進だけでなく，シェー
ルガス，シェールオイル，メタンハイドレートなどの
新規資源の開発と既存油ガス田の油・天然ガスの回収
率を効率的に向上させる石油増進回収（EOR）技術
の開発が必要不可欠である．そこで，当研究室では平
成27年度に以下の研究を実施した．

基盤岩フラクチャー型油田に対する石油増進
回収法に関する研究

　基盤岩フラクチャー型油田では，油層圧力の減退が
早いため，油層圧力の維持や油の増進回収を目的とし
て水攻法が広く実施されている．しかし，圧入水がフ
ラクチャーの一部に卓越流路を形成して早期に水付き
を発生し，油回収率の向上が困難になるという問題を
抱えている．本研究では，フラクチャー内圧力の変化
に伴う開口幅変化が油回収率の向上に効果的であるか
どうかを確認するため，単一フラクチャーの可視化モ
デルを作成し，フラクチャー内圧力に影響する圧入
レートと背圧を変化させて水攻法実験を行った．その
結果，圧入レートが同じであれば背圧が高く開口幅が
広い場合ほど，背圧が同じであれば圧入レートが小さ
いほど，それぞれ水の流速が遅くなり，キャピラリー
数が低下して掃攻面積と油の回収率が増加することが
わかった．

セルロースナノファイバーの石油増進回収法への
適用性に関する研究

　セルロースナノファイバー（CNF）懸濁液は，水
中に分散したナノサイズのセルロース繊維どうしが絡
み合って大きな粘性を示すとともに，せん断を受けた
後も粘性特性が回復する．また，生分解性で環境に優
しい．これらの点で，CNFは従来の合成ポリマーに
勝っている．しかし，ベレア砂岩コアに対する圧入試
験と油回収実験を行った結果，貯留岩に対して圧入性
が悪いことがわかってきた．そこで，本研究では CNF
の圧入性を高めるため，セルロース分解酵素及び紫外
線照射によって CNFの剛直な結晶構造を部分的に分
解することを試みた．分解後の TEM観察画像解析か
ら CNFは非晶質の部分で選択的に分解され易いとい
う既存研究の結果と整合する結果が得られた．

ケロジェン中のナノ孔隙における吸着現象に
関する分子動力学的検討

　シェールガスの埋蔵量評価には，シェール中のケロ
ジェン内部に卓越して存在するナノ孔隙での吸着ガス
を定量的に評価する必要がある．また，シェールガス
開発の環境負荷低減と温室効果ガス排出量削減を目的

に，CO2でシェール層のフラッキングを行うとともに，
CO2を圧入して吸着ガスを置換し，CO2を地中に固定
することが検討されている．そこで，本研究では分子
動力学（MD）シミュレーションを用いて，ケロジェ
ン中のナノ孔隙における吸着ガスの定量評価法及び
CH4と CO2の置換現象について，分子スケールから
検討した．その結果，ケロジェン中のナノ孔隙での吸
着ガスの定量評価手法として，Langmuirの吸着等温
式より Dubinin-Radushkevich (DR) modelsの方が妥
当であること，超臨界 CO2の圧入はケロジェン内部
の孔隙に貯留された CH4の回収を促進し，CO2をケ
ロジェン内部に貯留できることがわかった．

デジタルオイルを用いたアスファルテン障害解決
のための分子動力学的検討

　石油生産においてアスファルテンの析出は，生産パ
イプラインや生産設備を閉塞させるため，大きな障害
となっている．アスファルテンの除去剤は原油の試験
分析結果に基づいて選定する必要があるが，最も効果
的なアスファルテン除去剤を選定するのは困難であ
る．本研究ではその一助とするため，アスファルテン
析出問題を抱えている A油田の原油に対して，種々
の分析結果に基づいて多種多様な原油成分の分子モデ
ルを合理的に作成し混合した「デジタルオイル」を構
築し，MDシミュレーションを用いてヘプタン，トル
エン，ベンゼン，キシレン，イソプロピルアルコール
（IPA），トルエンと IPAの共沸混合物，水とトルエン
と IPAの共沸混合物の 7種類の溶剤中でのアスファ
ルテン分子の会合エネルギーを計算した．その結果，
水とトルエンと IPAの共沸混合物中での会合エネル
ギーが最も小さく，より効果的な除去剤になる可能性
があることがわかった．

ガスハイドレートの力学特性に関する微視的
及び巨視的評価

　メタンハイドレート（MH）は将来のエネルギー資
源として注目されており，CO2ハイドレート（CH）
は地球温暖化防止策として有効な二酸化炭素地中貯留
（CCS）における有望な貯留形態である．本研究では，
MDシミュレーションを用いてMHの探鉱・開発と
CCSを安全かつ効率的に行う上で必要なMH及び
CHの力学特性について検討した．その結果，MHの
籠状構造に捕獲されたメタン分子はハイドレートが変
形しても分散せずに籠状構造を内部から支えることで
その変形を抑制する働きをし，MHが降伏後にひずみ
硬化を示す原因となることを明らかにした．また，
MHのヤング率と剛性率は温度の上昇にともなって減
少するのに対して，CHのそれらは温度の上昇に伴っ
て増加することを見出し，この挙動がゲスト分子であ
る CO2の分子構造とハイドレートの結晶構造に起因
することを示した．

教　授　林　　為人（平成28年 4月 1日着任）
准教授　村田　澄彦
助　教　梁　　云峰（平成28年 3月31日東京大学に転出）

工学研究科　都市社会工学専攻

ジオマネジメント工学講座
環境資源システム工学分野
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水と CO2による瑞浪地点原位置水圧破砕試験

　シェールガスや新たな地熱発電の開発には水圧破砕
技術の進歩が大きく貢献している．しかし，水圧破砕
の亀裂進展に対する既存き裂の影響についての研究
は，室内実験では困難であり未解明の課題が残されて
いる．そこで本研究では，原位置の花こう岩で小規模
水圧破砕試験を実施した．圧入流体として水と，近年
地中貯留等で注目されている CO2を用いた．試験中
には AE（Acoustic Emission：岩盤の破壊音）の連続収
録を行い，既存き裂がき裂進展の方向に大きな影響を
与えることを明らかにした．また，新規き裂の造成で
は引張破壊が卓越するのに対し，既存き裂に沿ったき
裂進展ではせん断破壊が卓越する傾向がみられた．
CO2の圧入試験ではブレイクダウンの前後で周波数の
変化が観測され，CO2の状態変化により生じた気泡に
よる影響ではないかと思われた．

室内水圧破砕時に生じる Acoustic Emissionの
発震機構解の推定

　北米を中心に盛んなシェールガス・シェールオイル
の採掘では，水圧破砕によって頁岩層にき裂を人工的
に造成し油ガスの流路を確保して採掘を行っている．
このき裂の進展領域の把握には，水圧破砕時に生じる
AEの震源分布の把握が有効であり，この AEデータ
に地震観測で用いられるモーメントテンソル解析を適
用できれば，き裂の進展挙動を詳細に把握することが
できる．そこで本研究では，室内実験規模で AEセン
サーの入射角依存性や接着状態による感度の違いの校
正方法を確立し，モーメントテンソル解析に必要な P
波初動の振幅値を精度よく読み取る手順の整備を行っ
た． 2種類の岩石供試体を用いて室内水圧破砕実験を
行った結果，き裂の開口や閉合を示すイベントが卓越
したことが推定され，モーメントテンソル解の推定方
法の妥当性を確認した．

き裂進展計測に基づく岩石の長期強度評価に
関する研究

　岩石の長期強度評価は，原油地下備蓄空洞や地下発
電所，放射性廃棄物地層処分施設等の構造物が形成さ
れる岩盤の長期安定性を確保する上で極めて重要であ
る．特に，破壊靭性やサブクリティカルき裂進展（破
壊靭性未満の応力拡大係数で生じる緩やかなき裂進展
現象）の測定は，長期強度を評価する上で重要である．
既往の研究より，サブクリティカルき裂進展は，応力
のみならず，周辺環境にも影響を受け，特に温度上昇
や水の存在によりき裂進展速度が上昇することが明ら
かになっている．長期安定性を考える場合，岩盤がさ
らされる周辺環境が変化することを考慮することは極

めて重要である．そこで当研究室では，大気及び水中
環境下において測定した岩石のサブクリティカルき裂
進展の結果を基にして，様々な周辺環境条件下におけ
る岩石の長期強度を評価することを試み，岩石がさら
される周辺環境条件が長期強度におよぼす影響につい
て調べた．
　その結果，岩石の長期強度は，水中においてより低
くなり，さらに温度が高くなるにつれて低くなること
が示された．この傾向は，岩種を問わず一般的に認め
られた．また，周辺環境が変化する条件下で長期強度
の評価を行った場合でも，長期強度はき裂進展が最も
促進される環境条件下にさらされ続けた条件で評価さ
れたものに近い値となることが示された．すなわち，
周辺環境の温度が変化し，水中環境になることが想定
される場合は，環境条件を水中に保った条件で評価さ
れる長期強度の値が，岩盤の長期安定性を考える上で
極めて重要であるということが示された．

南アフリカ大深度金鉱山における微小破壊観測

　南アフリカ共和国では，現在では地表下 4キロメー
トルに及ぶ深さで採掘が行われている．大きな地圧の
かかる大深度での採掘は周囲に大きな応力擾乱を引き
起こし，岩盤の動的剪断破壊（地震）を誘発する．こ
れらの人工誘発地震は鉱山の操業において大きなリス
クであり，鉱山での地震被害の低減につながる研究が
必要とされている．
　我々の研究グループでは，2007年以降，南アフリカ
の地表下数 kmで，小さいものでMW（モーメント・
マグニチュード）にして－5程度（典型的な破壊サイ
ズ数 cm）まで検知可能な微小破壊観測を行ってきた．
これは，鉱山で従来地震活動監視に使われてきた観測
網（MW－1程度が検知限界）に比べて段違いの検知
能力を持つ．鉱山内で起こる破壊のサイズ分布は，自
然地震と同じく冪則（Gutenberg Richter則）にした
がうため，小さいものまで観察するだけで検知イベン
ト数が爆発的に増え，解析の時空間分解能が大きく向
上する．これらの観測により，従来知られていなかっ
た様々なタイプの微小破壊活動がみつかっている．
　この観測により，地質断層上において，同じ場所で
同じ大きさで繰り返し発生し，同じ波形を持つ，MW

－4程度の微小破壊（超微小繰り返し地震）を多数発
見した．これまで天然の地質断層上で見つかったもの
としては，最小の繰り返し地震である． 1年以上にわ
たって活動が継続するものも見られたが，途中で現れ
たり消えたりするもの，時間とともに規模が小さくな
るものなど，さまざまな活動パタンがみられた．これ
らのイベント起こる断層上のアスペリティの状態が時
間と共に変わっていく過程に対応するとみられる．

教　授　石田　　毅
准教授　奈良　禎太
助　教　直井　　誠

工学研究科　社会基盤工学専攻

資源工学講座
地殻開発工学分野
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背面空洞を有する山岳トンネルの地震時応答に
関する研究

　我が国では矢板工法と呼ばれる一昔前の工法によっ
て建設されたトンネルが多く存在しているが，この工
法で造られたトンネルは，地盤とトンネル覆工の間に
空洞を有していることが多い．この空洞は「背面空洞」
と呼ばれ，これまでの経験によると，背面空洞の存在
と山岳トンネルの地震被害との相関は非常に高いとさ
れている．そこで，背面空洞を有する円形トンネルに
地震波が斜めに入射する問題を 3次元弾性波動論によ
り解き，その結果をもとに，背面空洞がトンネルの地
震時応答に及ぼす影響について考察した．その結果，
S波が円形トンネルに対して斜めに入射する場合で
は，背面空洞が存在しても，覆工に生じる応力状態は
あまり変化しないということが明らかとなった．した
がって，地震被害への対策としては，背面空洞により
地震前に覆工に生じた応力集中が山岳トンネルの地震
被害と相関している可能性が高いので，地震前に大き
な応力集中が生じている箇所を補強することが効果的
である．

水頭差によるトンネル切羽の不安定化に関する研究

　山岳トンネル建設時には，突発的な湧水を伴った切
羽崩落や地表陥没といった事故が発生することがあ
る．このような突発湧水が生じる恐れのある地層は，
事前の地質調査による発見は難しく，また，建設中に
おいても事故の発生直前まで異常は生じない．そのた
め，事前に切羽前方または上方に存在する水頭差の大
きな帯水層を認識することなく接近し，崩落を誘発す
る事例が多い．本研究では，そのような条件下での掘
削時に，切羽の不安定化から前方の大きな水頭差を予
知できるかどうかについて， 3次元有限差分法を用い
た解析で検討した．その結果，切羽の押出し量は切羽
が帯水層に面する直前まで大きな変化はなく，帯水層
まで1mとなった段階で急激に増加し，不安定な状態
となることが分かった．この原因としては，帯水層内
において間隙水圧の影響により有効応力が低下してい
るところに，トンネル掘削に伴う応力解放の影響が及
ぶためと推測される．トンネル掘削時の内空にて得ら
れる情報のみでは帯水層の影響による不安定化を予測
することができず，切羽崩落を招く恐れがある．その
ため，切羽に露呈している地山が健全な状態であった
としても，事前に応力解放による影響範囲を把握し，
先進ボーリングや水抜き坑を実施することにより，常
にその範囲以上の情報を取得する必要がある．

直流電位差法による金属材料裏面欠陥の形状推定
への Level Set法の応用

　対象材に直流電流を印加し，表面において測定した
電位分布から裏面に存在する欠陥の位置と形状を推定
する，いわゆる直流電位差法における逆問題に対して，
画像解析における輪郭追跡手法の一種である Level 
Set法と境界要素法を組み合わせた解法を提案してい
る．初期推定形状から表面電位分布を順問題的に計算
し，それが実測値に近づくように推定形状を逐次更新
していくという解法をとるが，本研究ではその順問題
解法として，欠陥形状の表現とその更新が容易な境界
要素法を採用している．また，一般に，更新過程にお
いては初期形状とトポロジーの異なる形に欠陥形状を
改めることは困難とされるが，本研究では，その制約
を解消するため，すなわち簡単な例でいえば，最初に
欠陥を一つと推定した場合でも，更新過程でそれを二
つの欠陥に改めることが可能となる方法として，画像
処理分野における動的輪郭追跡手法の一つとして注目
されている Level Set法を利用することを提案するも
のである．数値シミュレーション結果とアルミ板材を
対象とした実測定データにもとづく欠陥形状推定を通
じて，提案手法の有効性を確認した．

高精度傾斜計による大規模地下空洞周辺の地震時
岩盤変形の観測

　建設された大規模地下空洞の長期力学的安定性を監
視するために用いられている種々の計測要素に中で，
ナノオーダの精度を持つ高感度傾斜計を取り上げ，現
在まで10年近くにわたって取得された実地計測データ
について，その詳細分析と空洞安定性把握に結び付く
有益な情報の抽出について検討している．空洞周辺に
設置された複数の傾斜計から取得された時系列データ
には，それが高精度であるがゆえに，潮汐，気圧変動，
地震など，様々な要因による変動が含まれているが，
本年度はその中で，地震による傾斜変化に注目するこ
ととした．地震時の傾斜変化には，震動による動的変
動だけでなく，地震発生前後での不可逆的なステップ
状変化が，微小ではあるが規模の大きい地震ほど含ま
れている．そこで，地球潮汐や気圧変動の常時的変化
の中に埋もれている，その微小なステップ変化量を有
効に抽出する方法を考案した．また，その方法によっ
て抽出したステップ状変化の全観測期間を通じての累
積量の大きさと方向が，各傾斜計の設置場所の地質構
造と強い相関をもつことが明らかとなった．

教　授　朝倉　俊弘
准教授　塚田　和彦
助　教　保田　尚俊

工学研究科　社会基盤工学専攻

資源工学講座
計測評価工学分野
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リモートセンシングによる資源指標鉱物の高精度抽出

　本研究室による VIGSは金属鉱床に起因した植物ス
トレスを衛星画像の反射スペクトルから特定できる植
生指標であるが，この有用性を実証した．そのため，
地球統計学による各画素での VIGS値の平滑化とトレ
ンド成分の除去後に，ヒストグラムの閾値処理から残
差を適切にクラス分けすることを試みた．この手法を
秋田県北部の黒鉱鉱床域を覆う Landsat ETM＋画像
に適用した結果，植生の季節変化が大きいので，季節
が異なる複数の VIGS値の（比／標準偏差）が植生異
常部抽出に有効であること，および植生異常クラスは
既知鉱床の位置と概ね対応することを明らかにでき
た．また，各画素で植物と表土の反射率が混在するよ
うな半植生の鉱床域では，代表的な鉱床関連鉱物の反
射率指標と植生指標に主成分分析を適用し，植生反射
率の影響を軽減させることによって，鉱床に起因した
粘土化帯と変質帯を抽出できることがわかった．
　さらに，観測波長が限られている Landsatシリーズ
データを，多変量解析とベイズ理論を用いてハイパー
スペクトル画像に変換する手法の改良を図った．これ
をネバダ州の熱水変質帯に適用したところ，Landsat 
ETM＋画像データでは従来不可能であった複数の変質
鉱物の識別を精度良く実行できることが確かめられた．

地殻流体流動現象の把握とモデル化

　物理的な手法と化学的な手法を統合することで，地
殻中の流体流動状態を高精度に把握し，モデル化する
ための研究を進めている．当研究室では京都盆地をモ
デルサイトに選び，数千本のボーリングデータに基づい
て表層部の水理地質モデルを作成しているが，地下水
流動を規制すると考えられる大阪層群の海成粘土層の
分布なども考慮することでモデルの改良を行った．海
成粘土層を考慮しない場合，地下水流動解析の結果で
は盆地表層から深部への鉛直流れが卓越するが，これ
を考慮すると粘土層に平行な水平流れが卓越し，深部
の地質構造が地下水流動に強い影響を及ぼすことが明
らかとなった．また，地下水流動解析から推定される
流動状態と地下水の水素酸素同位体比の空間分布を比
較した結果，少なくとも酸素同位体比については，地
下水試料の分析で得られた実測値と整合し，地下水流
動解析の妥当性が示された．
　また，断層近傍に分布する深度 200～500 mの地下
研究坑道において，坑壁に露出する花崗岩を対象に窒
素ガス圧入式による浸透率測定を行った．その結果，
浸透率が最大となる地点からの距離の増加とともに浸
透率が減少すること，断層から離れるにつれて浸透率

のバラツキが小さくなるなどの傾向が認められた．こ
のような浸透率の空間分布を考慮した水理地質モデル
を作成中であり，本モデルを用いた数値シミュレー
ションにより，地下水流動と物質移行における断層の
機能を明らかにする予定である．

地熱発電適地の高精度検出技術開発

　リモートセンシング・地球化学・鉱物学での先端手
法を統合して，発電に最適な蒸気スポットを高精度で
検出できる技術の開発を進めている．その第一段階と
して，モデル・サイトであるインドネシア西ジャワ州
Wayang Winduと岩手県西部の安比地区において，リ
ニアメント解析とラドンガス測定を実施した．安比地
区での測定結果によれば，地形的特徴に基づくリニア
メントが集中する区域において，比較的高いラドン濃
度が時間減衰せずに継続するという特徴が得られた．
Wayang Windu地区では，活発な噴気や高温の湧水な
ど，明瞭な地熱兆候が確認できる測点で極めて高い濃
度を示したが，実際このような測点はボーリング調査
に基づく推定断層上に位置した．よって，ラドン濃度
の時空間変化から，熱水上昇パスの機能を有する亀裂
を特定できる可能性が示唆された．
　また，地形情報を利用したリニアメント抽出法を改
良したところ，Wayang Windu地区でのリニアメント
の分布は，推定されている透水性断層と良く整合する
ことがわかった．透水性断層は地熱貯留層の形成に寄
与する要素であり，これを広域情報から簡便かつ精度
良く抽出することが可能になれば，蒸気スポット検出
に貢献できる．

海底熱水鉱床を対象とした電磁探査と技術開発

　昨今の資源枯渇の傾向の中，海底のエネルギー・金
属資源の探査手法の高度化が必要となっている．本研
究室では，沖縄沖伊平屋北海域，伊是名海欠および野
甫サイトにおいて熱水噴出孔周辺の地下比抵抗構造探
査を実施したところ，予察的ではあるが，金属鉱床に
相当するとみられる海底下の低比抵抗領域を検出する
ことができた．さらに，採取された岩石試料の比抵抗・
地震波速度・密度・間隙率・自然残留磁化・帯磁率等
の物性測定を実施した．その結果，低磁化・低比抵抗・
高密度，および高磁化・低比抵抗・高密度を示す 2つ
のグループに分類できるが，密度が高いものの比抵抗
や磁化には異常が見られない岩石も存在することがわ
かった．このような岩石物性の特徴と比抵抗構造との
統合により，海底下の金属鉱床の広がりなどを定量化
できることが期待される．

教　授　小池　克明
准教授　後藤　忠徳
助　教　柏谷　公希

工学研究科　都市社会工学専攻

地殻環境工学講座
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ナノポーラス金と相互作用している細菌細胞壁の静
電的および機械的性質の原子・電子シミュレーション

　最近，金属ナノ粒子等の金属ナノ材料を，癌治療や
ドラッグデリバリーシステムなどの生体分野へ援用し
ようとする試みがなされている．当研究室のこれまで
の研究から，ナノポーラス金は大腸菌や表皮ブドウ球
菌といった細菌に対して抗菌性を示すこと，またその
抗菌性は活性酸素や金属イオンに依らないことがわ
かった．ナノポーラス金の抗菌性はその特異な表面効
果が顕在化することに起因して発現すると考えられる
が，その詳細はよくわかっていない．そこで本研究で
は，第一原理計算と分子動力学計算を組み合わせる数
値シミュレーションを用いることにより，ナノポーラ
ス金の抗菌メカニズムの解明に取り組んだ．分子動力
学計算によって細胞壁のシミュレーションモデルを構
築し，その一部を切り出し第一原理計算を用いてナノ
ポーラス金と接触させた．その結果，ナノポーラス金
の表面は正に分極していることがわかった．さらに静
電ポテンシャルを計算したところ，細胞壁表面は負に
帯電することが確かめられた．以上のことから，ナノ
ポーラス金表面の正の分極が細胞壁の負の帯電を引き
起こし，これが細胞膜に存在する膜タンパク質に障害
を及ぼすことで抗菌性が発現したと考えられる．

カーボンナノチューブ／ニッケル種ナノ粒子
複合電気化学キャパシタの創製

　電気化学キャパシタはエネルギー貯蔵方法のひとつ
であり，特に金属酸化物／電解液界面の電子授受を利
用した電気化学キャパシタが盛んに研究されている．
そこで本研究では大きな静電容量を示すことで知られ
るニッケル活性種をカーボンナノチューブと複合させ
た電気化学キャパシタ電極を作製した．市販の多層
カーボンナノチューブ（直径約 10 nm）に酸処理を行っ
て純水中に分散させ，その後電気泳動によりステンレ
ス基板上に膜状に集積した．このカーボンナノチュー
ブの表面に，パルスめっき法でニッケル微細粒子を析
出し，最後に大気中での熱処理によりニッケル種を酸
化した．パルスめっきの際のめっき液のニッケル種濃
度を通常のニッケルめっきに用いられるワット浴の
1/10にすることで，直径が 2～4 nmの超微細ニッケ
ル種を担持することに成功した．作製した試料の静電
容量をサイクリックボルタンメトリおよびクロノポテ
ンショメトリにより検討した結果，他文献値を上回る
静電容量を示し，酸化ニッケル質量当たりの容量
（2480 F g－1）は理論容量（2584 F g－1）に迫る値であっ
た．直径を 2～4 nmまで微細化することでニッケル
種の比表面積が増加し，電子授受のサイトが増えたこ
とが容量増加の原因であると考えられる．

ナノポーラス金を用いた表面現象の検出

　ナノメートルオーダーの孔径・リガメント径を持つ
ナノポーラス金の大きな比表面積を利用して，金表面
の物質吸着の電気的検出を試みた．具体的には，極性
を持つ水，極性のないヘキサン，また，金に安定して
吸着するチオール系単分子膜（プロパンチオール・メ
ルカプトプロピオン酸・システアミン）の吸着が，ナ
ノポーラス金薄膜の電気抵抗率に与える影響を調べ
た．ナノポーラス金薄膜は，スパッタリングによりガ
ラス基板上に金銀薄膜を成膜し，その後所与の条件で
硝酸により脱合金化することで作製した．298 Kにお
いて種々の雰囲気で電気抵抗を測定した結果，ナノ
ポーラス構造を有しない平滑な金に比べナノポーラス
金の方が，さらに孔径・リガメント径が小さいナノポー
ラス金ほど，吸着に伴って電気抵抗率が増加すること
がわかった．また，水の吸着については，ナノポーラ
ス金の孔径が約 14 nmまで小さくなると電気抵抗率
の増加が鈍化した．これらの結果の一部は，フェルミ
準位近傍の電子のふるまいと密接に関係していること
が，第一原理計算により示唆された．これらの結果は
ナノポーラス金の伝導電子が表面の物質吸着あるいは
離脱に敏感であり，センサなどへの応用が可能である
ことを示す．

水圧破砕により頁岩中に造成される亀裂と
その周辺領域の特徴

　非在来型エネルギー資源であるシェールガスは，浸
透性の著しく低いシェール層に賦存するため，開発に
はこの層に亀裂を造成する水圧破砕法が用いられる．
ガスの生産効率を向上させるためには，破砕亀裂の形
状把握や SRV（水圧破砕刺激によって浸透性が向上し
たと考えられる領域）の拡大が求められる．そこで，
破砕亀裂や SRVの形状評価を目的として，破砕流体
として蛍光剤を添加した熱硬化性樹脂を用い，頁岩供
試体を対象に室内水圧破砕実験を実施し，この手法に
より可視化された亀裂を観察・検討した．とくに，既
存の不連続面の影響について検討を行った．
　破砕により伸展する亀裂が既存の不連続面（亀裂，
挟在物のある細脈，ラミナ構造など）と交差すると，
伸展方向が変化する様子が観察された．また，その交
差によって既存の不連続面周辺も影響領域に含まれる
ようになり，SRVが拡大していくことが確認された．
ただし，不連続面の存在状態によっては，交差による
伸展方向の変化が見られないものも観察された．また，
鏡下の観察から，亀裂が伸展したところが，砂質領域
と粘土質領域とでは，SRVの広さに大きな違いを確
認することができ，粘土質領域に比べて砂質領域での
SRVの方が数倍大きいことが分かった．この違いは
現場では大きな差になる可能性がある．

教　授　馬渕　　守
准教授　袴田　昌高
助　教　陳　　友晴

エネルギー科学研究科　エネルギー応用科学専攻

資源エネルギー学講座
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結晶塑性有限要素法による鋼板の応力緩和挙動解析

　近年，金属板のプレス加工において，サーボプレス
が大きな注目を集めている．サーボプレスでは，加工
中の成形速度を自由に制御できるのが大きな特徴であ
り，そのプレス加工に対する有効性が活発に研究され
ている．一方で，金属板のひずみ速度依存性に関する
諸特性やそのモデリングについては，十分な知見が得
られていないのが現状であり，サーボプレスを有効活
用する上で障害となっている．そこで本研究では，実
験および結晶塑性有限要素法解析により，IF鋼板に
おける応力緩和挙動を詳細に研究した．結晶塑性有限
要素法では，結晶粒レベルの微視的な変形に基づいて
巨視的な変形挙動を予測できるのが特長である．研究
の結果，結晶塑性有限要素法により実験で得られた応
力緩和挙動を定性的に良く再現できることが明らかと
なった．また解析結果から，応力緩和中には，微視的
な弾性ひずみが微視的な塑性ひずみに置き換わること
に伴って，わずかながら転位密度が上昇することが示
唆された．

（浦谷　政翔，現：㈱IHI）

純チタン板の異方変形挙動に関する結晶塑性
有限要素解析

　工業用純チタン板は低温靭性や耐熱性，耐食性に優
れており，航空宇宙分野や医療分野，民生部品等で用
いられている．最近では用途の拡大に伴い，その塑性
変形特性の解明が求められている．純チタン圧延板は，
常温では六方最密構造を有していること，また強い底
面集合組織を形成していることから，強い変形異方性
を示す．しかしながら，その特性や詳細な変形メカニ
ズムはほとんど明らかにされていない．そこで本研究
では，JIS 1種工業用純チタン板（板厚 1 mm）を対象
として，実験および結晶塑性有限要素法解析により
種々の負荷経路における塑性変形特性を研究した．研
究の結果，結晶塑性有限要素法により純チタン板の塑
性変形異方性を精度良く予測することに成功した．ま
た解析結果から，圧延方向と圧延直角方向では活動す
るすべり系あるいは双晶系が大きく異なること，また
そのため二軸引張変形下では強い異方硬化挙動を示す
ことなどが明らかとなった．

（小吹　晃弘，現：パナソニック㈱）

高温固体面に衝突する水溶性ポリマー液滴の
沸騰現象と皮膜形成

　鉄鋼製品の焼き入れ冷却では，水溶性高分子ポリ
マー水溶液を冷媒として使用することがある．この冷
媒は，冷却途中の固体表面にポリマー皮膜を形成する
ことが知られており，それが焼き割れなどの製品不良
の発生を緩和するとされている．しかし，ポリマー皮
膜の詳細な形成プロセスや生成条件は不明である．本
研究では，垂直落下する水溶性高分子ポリマー水溶液

の液滴を清浄な加熱固体面に衝突させ，その際に起こ
る液滴変形挙動とポリマー皮膜の形成過程を実験に
よって研究した．供試液体として分子量約 20,000の水
溶性ポリマーを 10 wt %に希釈した水溶液を用い，固体
面としてサファイアを用いた．固体面温度が 600℃の
場合，ポリマー皮膜は確認されなかった．500℃では，
液滴衝突後にポリマー皮膜の一時的な形成が確認され
た．しかし，皮膜はすぐに熱分解により消失した．消
失時間は固体面温度の低下とともに長くなり，300℃
以下ではポリマー皮膜の消失は起こらなくなった．

（濱野　顕太郎，現：防衛省）

加熱移動鋼板に衝突する複数棒状噴流の冷却
特性に関する実験的研究

　鉄鋼業の熱間圧延プロセスでは，圧延終了後の高温
鋼板を多数のパイプラミナー流で冷却している．この
冷却は鋼板の機械的特性を決定する要素技術であり，
高精度な鋼材の温度制御が求められている．パイプラ
ミナー冷却特性は平均化された熱伝達量で評価されて
いるのが現状で，局所的な熱伝達特性の知見はほとん
どない．本研究では，高温の移動鋼板に衝突する複数
の棒状水噴流の流動および熱伝達特性をラボ実験によ
り研究した．冷却水流動はストロボ撮影で，移動鋼板
の温度分布はサーモグラフで測定し，板幅方向に配置
した噴流間の距離，噴流速度，移動平板速度および鋼
板温度の諸因子の影響を調査した．その結果，噴流の
両側に別の噴流がある場合，噴流間距離によって冷却
水流動が変化し，冷却特性に大きな影響を与えること
を見出した．噴流間距離を小さくとると，板幅方向に
均一な冷却が実現できるものの，噴流 1本あたりの冷
却能力は明らかに低下した．

（林　直哉，現：関西電力㈱）

種々の方向へ引張・圧縮を受けた IF鋼・DP鋼の
引張特性

　自動車の軽量化のため，薄肉の高張力鋼板を用いた
ロール成形による電縫鋼管の需要が高まっている．鋼
管をさらに自動車部品に加工するためには高強度のみ
ならず高変形能も求められる．したがって，その指標
となる降伏比 YR（＝降伏応力／引張強さ）の低い鋼
管の製造が望まれるが，ロール成形においては幅方向
の曲げのみならず，通板方向の曲げ曲げもどしなど，
引張り・圧縮の複雑な変形経路となり，交差効果やバ
ウシンガー効果の影響から，単純な塑性ひずみの大小
だけからは，成形後の材料の降伏応力は予測できない．
そこで本研究では材料のひずみ経路依存性に関する基
礎的な知見を得るため，二種類の鋼板を用いて種々の
方向に二段階ひずみ経路試験を行い，成形後の引張特
性を調べた．その結果，IF鋼では交差効果が，DP鋼
ではバウシンガー効果が顕著であり，またこれらの影
響は予ひずみの方向に依らず負荷角度差ごとに同様の
傾向を示すことがわかった．

（割鞘　美和，現：JFEスチール㈱）

教　授　宅田　裕彦
准教授　浜　　孝之
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フェロシアン化系 Csナノ吸着剤のマイクロバブル
浮選による回収

　セシウムを始めとする放射性物質を含む汚染水の浄
化プロセスにおいては，フェロシアン化系ナノ吸着剤
（M-FeCN）（Mには Fe，Ni，Cuが入る）により吸・
収着処理される場合が多い．しかし，後処理が困難と
なるため，ナノ吸着剤を繊維や粗大粒子に担持して使
用する例が多く報告されている．これを効率よく後工
程で回収できれば迅速な汚染水処理や減容化も可能に
なると考えられる．本研究において，超微粒子にも有
効なマイクロバブル浮選（MBF）をM-FeCNに対し
て適用し，水中から浮上分離・回収することを試み，
その分離挙動を界面化学的に解析した．
　M-FeCNはフェロシアン化カリウム（K4Fe（CN）6）
をそれぞれ塩化第二鉄（Fe（Ⅲ）Cl3），塩化ニッケル（Ⅱ）
（NiCl2），塩化第二銅（CuCl2）で合成し，ナノ吸着剤
分散系模擬試料として用いた．捕収剤としてドデシル
アミン塩酸塩（DAC）とドデシル硫酸ナトリウム
（SDS），起泡剤として TritonX-100，4-メチル-2-ペンタ
ノン（MIBK）を用いた．イオン強度調整として KCl
を用い，HCl及び KOHを用いて pH調節を行った．
粒子のゼータ電位は顕微鏡電気泳動法により測定を
行った．MBFは，容量 1000 mL，高さ 500 mmの円
筒形セル底部から口径 0.5μmの外圧式 SPG膜モ
ジュールを通じて，空気流量 25 ml/minで所定時間通
気することにより行った．回収率は浮選後のカラム内
の濁度を濁度計で測定し，予め求めた濁度と濃度の線
形関係より，浮選前後の溶液の濃度差から算出した．
　まず，Fe-FeCNのゼータ電位と pHの関係を検討し
た結果，pHが酸性から中性に向かってゼータ電位が
負にシフトし，その曲線が緩やかになり，イオン強度
が大きい方が全体的に正に近い値を示した．一般に，
金属酸化物粒子等は解離性表面水酸基の存在により
H＋と OH－が電位決定イオンとして作用するためゼー
タ電位の pH変化は顕著であるが，陽イオン交換能の
ある Fe-FeCNは pH調整剤を添加するほど，またイ
オン強度が大きい溶液ほど，K＋がより吸着されてゼー
タ電位の負電荷を小さくしていると考えられた．以上
の界面動電学的特性を有する Fe-FeCNを陽イオン性
捕収剤 DACと陰イオン性捕収剤 SDSを用いてMBF
により浮上回収することを試みた結果，DACでは
pH 4～6の領域で高い回収率を示す一方で，SDSでは
pHに関わらず回収率は 0 %であった．これは Fe-FeCN
のゼータ電位が測定を行った pH域で負の値をとって
おり，MBFで捕収剤の静電的吸着が支配的であると
考えられた．また，イオン強度が小さい方が pH 5付近
で 100 %に近い回収率を示した．このことは，イオン
強度が大きい方がゼータ電位の負の値が小さく，ドデ

シルアンモニウムイオンの吸着を K＋が阻害している
と考察された．以上から，Fe-FeCNの持つ表面水酸基
の作用と陽イオン交換能による吸着が，MBFにおい
て考慮すべき重要な基礎現象であることが確認された．

含砒素硫化鉱物微粒子のマイクロバブル浮選

　銅鉱石及び銅精鉱中の不純物品位は年々上昇傾向に
あり，精錬される銅の品位低下を引き起こす大きな原
因となっている．不純物の中でも特に Asを含む含砒
素鉱物は，その挙動がはっきりと分かっていないこと
から分離が非常に困難とされており，分離回収方法の
迅速な確立が求められている．この分離困難とされる
一因として，単体分離が十分になされていないという
ことが近年示唆されるようになった．そこで本研究で
は，微粉砕によって十分に単体分離を行った含砒素鉱
物粒子を浮上分離することを目的に，超微粒子の分離
に有効なマイクロバブル浮選（以下MBF）の適用可
能性を検討した．
　含砒素鉱物として硫砒鉄鉱と硫砒銅鉱を選定し，こ
れらの鉱物を振動ミルで湿式粉砕したものをゼータ電
位およびMBFの供試試料とした．ゼータ電位測定は
顕微鏡電気泳動易動法により測定した．MBFは，円
筒形アクリル製分離セルを有する試験器を用い，底部
に設置した孔径 0.5μmの SPG膜から空気を導入して
マイクロバブルを発生させ，MBFを 15 min間行った．
浮選後，セル内溶液の pH測定を行い，回収した浮鉱
及び尾鉱を濾過・乾燥し，重量法により硫砒鉄鉱，硫
砒銅鉱の回収率を算出した．
　まず，微粉砕含 As鉱物試料のゼータ電位と pHの
関係を検討した．硫砒鉄鉱は pH 4.5付近に，硫砒銅
鉱は pH 5.5付近に等電点を有することを認め，pHの
増加に伴って正から負へと大きくシフトしていること
が確認できた．これは微粉砕時の破断表面に存在する
金属サイトが酸化され，懸濁液中の水酸化物イオンと
結合して解離性のある表面酸化物を形成したためだと
考えられた．次いで，微粉砕試料に対してドデシルア
ミンと硝酸の等モル混合塩を捕収剤として 20 ppm添
加し，MBF浮上率と pHの関係を検討した．その結果，
ゼータ電位が正の値を取る pH領域でも陽イオン性捕
収剤で高い回収率を示すことが確認され，この原因と
してドデシルアンモニウムイオンの静電的な相互作用
以外の特異的な相互作用が存在するためと考えられ
た．また，酸性～中性 pH領域ではそれぞれ 60～70 %
程度の回収率を維持していたが，アルカリ性領域では
どちらも急激に浮上率が低下した．これは捕収剤とし
て添加したドデシルアンモニウム化学種がアルカリ性
領域では解離性を持たないドデシルアミン分子の状態
で存在し，静電的界面活性作用が消失するためである
ことを考察した．

准教授 楠田　　啓
准教授 藤本　　仁
助　教 日下　英史

エネルギー科学研究科　エネルギー応用科学専攻

資源エネルギー学講座
ミネラルプロセシング分野



1076 研　　究　　速　　報

光記録材料の超高速相転移における構造ダイナミクス

　DVDや Blu-ray Discに代表される光記録書き換え
型メディアにおいて，光応答性，安定性，書き換え回
数などの観点から Ge-Sb-Te合金系材料が実用化され
ている．これは，映像と音声データについてハリウッ
ド映画が要求する厳しい規格条件と数10年を超える記
録後の保存安定性を満たすよう苦心の開発により実現
され，結果として，我々の家庭生活環境に親和する映
像記録文化をもたらした．そして現在でも，記録密度
や通信速度に合致する書き換え速度の向上への開発要
求はとどまるところを知らず，継続した高容量化や高
速化が求められている．このような社会の要請に対し
て材料設計の研究が果たすべき役割は記録材料の限界
に挑戦することであり，その記録材料がどこまで高速
に動作し，どこまで微細で高密度に記録できる可能性
があるかを探っていくことが必要である．
　そこで本研究室においては，大型放射光施設
（SPring-8）における X線自由電子レーザー（XFEL）
を活用し，フェムト秒レーザー励起とピコ秒時間分解
X線回折（XRD）によるポンプ－プローブ法を用いる
ことでGe-Sb-Te合金材料系の光誘起超高速相転移にお
ける構造ダイナミクスの研究を行ってきた．特徴的な
組成である Ge2Sb2Te5と GeTeを選択し，フェムト秒
レーザー励起直後の結晶構造変化の計測を行い，超高
速相転移挙動のメカニズムについて考察した．
　Ge2Sb2Te5と GeTeにおける複数の指数の回折線の
測定から，回折強度の変化が格子変形よりも先行して
生じるという結果が得られた．この回折強度変化を解
析することで，フェムト秒レーザー励起から数ピコ秒
以内の初動時間に Ge原子のデバイ－ワラー因子が
Te原子と比べて特徴的に大きくなる Ge-Teの局所構
造である八面体中でGe原子が中心からの同一変位距
離を保つような，ある球殻上を通り，等価な 111変位
サイト間を振動する現象が Ge2Sb2Te5系における高速
相転移の前駆過程であることを突き止めた．また，
GeTeの結果ではレーザー励起によって三方晶から立
方晶へ対称性が向上することがわかった．さらに，こ
れらの材料系に対し，薄膜-ナノドットといった形状
を比較することによって，薄膜では積層方向に膨張の
結晶方位異方性が生じること，ナノドットでは等方的
に膨張すること，を明らかにした．薄膜とナノドット
の膨張率の解析から GeSbTeには弾性率の結晶方位異
方性が存在することを示し，応力誘起によって歪みの
方向と，それに伴う Ge原子の変位方向を選択できる
可能性を見出した．

Mgイオン -Liイオン二塩蓄電池の開発

　過去に発生した様々な Liイオン二次電池のバッテ
リー問題の原因として，グラファイト負極への Liイオ

ンインターカレーション反応が，極度の環境条件下に
おいてはデンドライド状のリチウム金属になる電解析
出反応に変わり，電池内部で正極と短絡する，といっ
たことが可能性の 1つとして挙げられている．そこで
本研究室では，Liイオン二次電池における安全性上の
問題を明白にするため，既存の電池性能システムを保
ちつつ，Li金属のデンドライド電析を効果的に抑制す
る材料設計指針を模索している．その一環として，Mg
イオンと Liイオンを併用する二塩蓄電池材料を開発
した．Mgイオン：Liイオンの比率を 1：19とした二塩
電解液を用いて，電析実験を行い，走査型電子顕微鏡
により組織観察を行ったところ，平滑な（デンドライ
ド状ではない）電析組織を確認した．このことは，Mg
イオンと Liイオンの比率を制御することによって金属
負極を使用する高容量な蓄電池構築の可能性を示唆し
ている．さらに，Mgイオン単塩の正極材料としてこ
れまで用いてきたMo6S8に，Liイオンを効果的に収
容できる LiFePO4を組み合わせることにより，ほぼ理
論容量まで充放電できることを示した．一方で，Mg電
析後に起こる不動態化の完全抑制ができておらず，今
後は電解液材料などの探索を行っていく予定である.

Liイオン蓄電池材料における電極形状制御と
界面反応機構に関する研究

　Liイオン電池の活物質材料は，熱力学に基づいて高
エネルギー密度化へ向けた開発が進められている．高
エネルギー密度化への開発が成熟すると，その後は高
出力密度化への方策が取られると予想される．そうす
ると反応速度論に基づく理解と，電極／電解液界面反
応の計測手法に注目が集まる．Liイオン蓄電池の電極
／電解液界面で起こる現象は基本的に不均一であり，
副生成物との違いを切り分けて反応箇所を特定するた
めには，電極活物質材料の形状制御が重要になる．そ
こで本研究室では，電極材料の形状制御（モデル化）
を行い，X線光電子分光（XPS）計測により界面反応機
構を研究している．まず，PLD（パルスレーザー堆積）
法により Liイオン蓄電池正極材料 LiCoO2を薄膜化し，
充放電（酸化還元）反応前後の材料表面の化学状態を
調べた．その結果，充電後には溶媒分子由来の層が，
放電後には LiFの層が存在することを明らかにした．
また，ニッケルナノワイヤー（NiNW）上にゾルゲル
法によって均一に SiO2を堆積し，これを負極のモデ
ル電極として Liイオンの充放電反応機構を調べた．
SiO2と NiNWの界面から電極の外側に向かって反応
が進行すること，SiO2に由来する可逆反応はサイクル
を重ねるにつれ減少し，徐々に SiへのLi挿入脱離反応
へと推移していくことがわかった．以上の研究により，
XPSが電池反応解析に有効であることが示唆された．
今後は被膜化反応の追跡を行っていく予定である．

教　　授　松原英一郎
特定教授　山田　　昇
准 教 授　市坪　　哲
助　　教　豊田　智史
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　当研究室では，新しいタイプの中温型燃料電池およ
びチタン等の製錬プロセスに関して，電気化学と熱力
学を駆使した研究を展開している．以下に昨年度の研
究概略を記す．

・ バリウムジルコネートを用いたプロトン伝導
セラミックス型燃料電池

　プロトン伝導性電解質を用いた燃料電池は固体酸化
物燃料電池と比べ，低温化が可能であり，燃料である
水素の利用率向上並びに，安価な構造材料の使用が期
待できる．本研究では，イットリウム（Y）などのアク
セプタードープにより加湿雰囲気でプロトン伝導性が
発現するバリウムジルコネート（BaZrO3）について，
基礎及び応用研究を行っている．
　Yをドープした BaZrO3（BZY）電解質を用いた燃料
電池セルを作製する際，電極材料から BZY中に Ni等
の遷移金属が固溶してプロトン伝導率の低下を招いた
り，BaY2NiO5等の第二相が生成することが問題であ
る．これまでの研究で，Niが固溶した BZYを脱酸素
アルゴン雰囲気で「高温還元」することにより，Niを
BZY結晶粒から偏析させ，プロトン伝導率を回復でき
ることが分かった．また，BaO-ZrO2-Y2O3-NiO擬四元
系状態図を構築することにより，BaY2NiO5の生成を
抑制できる BZY組成が明らかになりつつある．現在，
電極支持型セルの開発を目指し，企業と共同研究を進
めている．

・中温型燃料電池用の新規材料・プロセス
　中温動作型燃料電池の実用化に向けた課題のひと 
つは，高性能な電極材料が未開発なことである． 
La-M-O系（M＝Co, Ni）には，よく知られた電子・酸
化物イオン混合伝導体である LaCoO3や La2NiO4が属
しており，SOFCのカソード材料や酸素透過膜として
現時点で最有力材料である．一方で，この系には他の
ペロブスカイト関連構造の酸化物 La3Ni2O7, La4Ni3O10, 
LaNiO3, La2CoO4, La4Co3O10等が存在する．これらは
LaCoO3や La2NiO4との結晶構造の類似性から高い混
合導電性が期待されるにも関わらず，導電・反応に関
する物性（導電率・電荷担体・表面酸素交換反応活性）
はほとんどわかっていない．これは，合成・焼結が難
しいためである．もしこの問題が解決されれば，高性
能な電極材料の発見が期待されるだけでなく，構造・
物性・電極性能の系統的な比較により電極材料の設計
指針が得られることが期待される．
　昨年度までに，硝酸塩凍結乾燥法や熱間等方加圧法
（HIP）を用いた La3Ni2O7, La4Ni3O10, LaNiO3, La4Co3O10

の合成・緻密化手法を確立した．この緻密体を用いて
導電率測定を行うことで，LaNiO3が従来のカソード
材料と比較して最高レベルの導電率（～3000 S cm－1）
を有することが分かった．さらに，導電率緩和法によ
る酸素拡散係数，表面酸素交換反応係数の評価や，ヨ
ウ素滴定による酸素不定比性の評価などを進めている．
　また現在，中温域で比較的高いイオン伝導率を示す
新規電解質の探索，電極反応メカニズムの解析などの
基礎研究を実行中である．

・チタンの新規製錬プロセス
　チタン（Ti）は資源量が豊富で軽くて強く，海水中
でも高い耐食性を示すため，エネルギー効率の高い輸
送機器や半永久的に使用可能な海洋建築物の製造にも
大きなポテンシャルを有す．しかし，従来の Tiの製

造法は生産効率が低いために，Tiのコストが高く，
一般的に普及していない．そこで本研究では，Tiの
生産性の改善を目指し，次のような二種類の新しい
Ti製造プロセスを研究している．一つ目のプロセス
では，TiCl4のMg還元による Bi-Ti液体合金の生成と
Bi-Ti合金からの偏析による Tiの濃縮，真空蒸留によ
る Bi-Ti合金からの Tiの精製を組み合わせることで
粉末 Tiを生産する．これまでの研究では，新プロセ
スを構成する各工程の実証実験に成功し，Bi-Ti合金
を介した Tiの新プロセスが可能であることを実証し
た．こうして得られる Tiは Biをわずかに含むため，
耐食性ではわずかに劣るものの，機械的特性は純 Ti
とほぼ変わらない．また，Tiインゴットの成形に電
子ビーム溶解を利用すれば Ti中の Bi含有量をさらに
低減できることが明らかとなった．二つ目のプロセス
では，TiCl4のMg還元による TiCl2の生成と TiCl2を
含む溶融塩中での Tiの平滑電析を組み合わせ，Tiの
薄膜および板材を安価に製造する．昨年度の研究では，
これまでに困難とされていた塩化物溶融塩中での Ti
の平滑電析の要素技術を確立し，厚さ 200μm程度の
Ti膜を得ることに成功した．現時点ではいずれのプ
ロセスも実用化に種々の課題が残っているが，Ti製
造の高速化および低コスト化が期待される．

・省エネルギー水素製造法
　水素社会実現には低コストで低環境負荷な水素製造
技術の確立が不可欠である．水電解による水素製造は
再生可能エネルギーが利用できるが，消費電力の大き
さや貴金属電極が必要などの問題点がある．そこで，
銅製錬などで大量に生成する SO2ガスをアノード活
物質として用いれば，理論分解電圧を大幅に低減でき，
副生する硫酸は外販等の再利用が可能となると期待さ
れる．さらに反応メディエータとしてヨウ素を用いる
ことで，貴金属電極を用いずに低電力水素製造を実現
できる可能性がある．
　昨年度は，SO2をアノード活物質とすることで電解
電圧を通常の水電解より低減できるという原理の確認
を行うとともに，実用的なアノード材料として，炭素
が白金に近い性能を示すことを確認した．現在，実用
化を目指し，高電流密度における電解電圧の低減方法，
新たな電極材料，アノード生成物である硫酸の精製法
についても検討を行っている．

・排熱の有効利用のための化学蓄熱材料
　工場などでは 100－250℃程度の排熱が多量に捨て
られている．化学蓄熱は化学反応を利用した蓄熱技術
であり，排熱の有効利用のための技術として期待され
ている．しかし，実用上求められる条件（安全・安価・
高蓄熱密度・高繰り返し耐久性・非腐食性）を満たし
つつ，低い反応温度域（250℃以下）と十分な反応速
度を両立する反応系は未だ見つかっていない．そこ 
で，新規化学蓄熱材候補として，希土類硫酸塩水和物
Ln2（SO4）3・xH2O（Ln＝La, Ce, Pr, Nd）に着目した．昨
年度までに，La2（SO4）3・xH2Oを加湿アルゴン雰囲気
で昇温すると，80－250℃の間で脱水反応が進行し，
降温時には同温度域で水和反応が可逆的に進行するこ
とが分かった．これは工場排熱の温度域に適い，化学
蓄熱材として有望である．また，この脱水・水和反応
の温度ヒステリシスは他の蓄熱材候補（MgOなど）
と比較して小さく，水和反応速度が大きいという特徴
を持つことがわかった．現在，この反応メカニズムを
詳細に調査するとともに，新しい化学蓄熱材としての
応用を目指して研究を行っている．

教　授　宇田　哲也
准教授　豊浦　和明（2016年 4月着任）
助　教　畑田　直行

工学研究科　材料工学専攻

材料プロセス工学講座
表面処理工学分野
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【応力破壊発光】

　当研究グループではこれまでに，真空中で氷砂糖な

どの圧電体を応力破壊すると X線や可視光が発生す

ることを確認し，圧電効果による帯電と発光に密接な

関連があることが示唆されている．このことをより詳

細に調べるために，自作のラジオキット等を用いて可

視光より長波長の電磁波の発生に関する基礎研究を進

めている．

【蛍光 X線におけるサムピークの理論研究】

　蛍光 X線スペクトルなどに現れるサムピークにつ

いて，元のピークとサムピークの強度比のがどのよう

に計算できるのかを確率論およびコンピュータシミュ

レーションに基づいて示し，過去の研究報告と矛盾し

ないことを確認した．さらに，サムピークはエスケー

プピーク等のパイルアップによっても現れることを示

した：サムピークを避けるために検出器の電子回路の

シェーピングタイムや X線管の電圧・電流を調整し，

カウンティングレートを下げなければならない．

【 平衡状態の性質に対する空間的拘束の役割の

解明と応用】

　巨視的な系の構成粒子に課された空間的な拘束（例 

液体：体積と密度，結晶性固体：格子 など）は，構

成粒子間の相互作用がない場合の配位空間上の微視的

状態密度の形状を決定する．我々は，微視的状態密度

の熱力学極限での漸近挙動をランダム行列の理論に基

づいて解析し，平衡状態にある巨視系の物理量が構造

の自由度毎の寄与にほぼ分解できることを明らかにし

た．この性質を用いることで，自由エネルギーやエン

トロピーといった純熱力学変数の温度依存性が，相互

作用・構成元素・温度に依存せず空間的拘束の条件か

ら導かれる特殊な微視的状態（Grand Projection State）

のエネルギーの情報のみで良く特徴付けられることを

明らかにした．

【 結晶性固体の物理量・トポロジカルな構造を

記述するグラフラプラシアンの開発】

　古典系におけるポテンシャルエネルギーを含め，物

理量が配位空間上の微視的状態に対する線形写像に対

応する場合，系全体の構造や物理量は部分系のベクト

ル空間のテンソル積で構築した空間を張る基底関数を

用いて表すのが一般的である．この基底関数は構成粒

子の空間的な構造を決定できるが，連結・非連結といっ

たトポロジカルな情報を陽に取り出すことが困難であ

る．そこで我々はグラフ理論に基づいて，結晶性固体

において線形写像およびトポロジカルな情報を同時に

持ちうる構造の表現手法の開発を進めている．具体的

には，線形写像としての完全な基底関数を構築できる

一般化イジングモデルの情報を，固有値分布のモーメ

ントに含むようなグラフラプラシアンを開発し，特に

二元系において従来研究で明らかになっているラプラ

シアンの性質のほとんどがそのまま適用できうること

を確認した．この性質を利用して，平衡状態の性質を

構造のトポロジカルな情報と陽に対応づけて議論を進

めていく．

【 Wang-Landau法に基づいた合金相図の

高精度計算手法の開発】

　量子力学計算から合金の相図を定量的に決定するた

めに，当研究グループでは，最も高精度に自由エネル

ギーを予測できる手法の一つであるWang-Landau法

の抱える問題点（Potential Energy Surface：PESの高

次元化による計算時間の指数関数的増大）の克服を目

指している．我々は PESから予測に必要な情報を系

に応じて適切に次元を落として取り出し，複雑な多体

相互作用を持つ合金系において自由エネルギーやグラ

ンドポテンシャルを高精度に予測できる手法の開発に

成功し，実験で報告のある系の相図との比較を通して

手法の有用性を確認した．

教　授　河合　　潤

准教授　弓削　是貴

工学研究科　材料工学専攻

材料プロセス工学講座
物質情報工学分野



第24巻　第 9号　2016年10月 水　　曜　　会　　誌 1079

銀合金の内部酸化に伴う相変態誘起空孔の形成

　現在金属結晶中の原子空孔の形成機構として，昇温・
塑性変形・粒子線照射・化学量論組成からのズレの 4
つが提唱されているが，当研究室ではこれらいずれの
形成機構でも説明のつかない相変態時の異常な空孔形
成現象を報告している．この “相変態誘起空孔” は相
変態過程に導入される内部歪を緩和するために形成さ
れ，その際に導入される原子空孔濃度は，相変態温度
における熱平衡空孔の濃度よりも桁違いに大きいと考
えられる．本研究では，相変態として内部酸化現象に
着目し，相変態誘起空孔に関する知見を得ることを目
的としている．
　これまでの研究において，内部酸化させた種々の希
薄 Ag合金に対して陽電子寿命測定を行い，全ての合
金で内部酸化によって陽電子寿命が増加することが確
認された．これは相変態に伴い多量の格子欠陥が導入
されることを示唆している．今年度は格子欠陥の種類
を明らかにし，その形成位置に関する知見を得るため
に，内部酸化温度の範囲を拡充し，引き続き研究を行っ
た．その結果，内部酸化温度の違いにより，格子欠陥
成分の陽電子寿命が異なる傾向が得られた．さらに詳
しい解析の結果，内部酸化材には単空孔と空孔クラス
タが存在するが，空孔クラスタは内部酸化温度 600－
700℃を中心とした中程度の温度域のみで存在するこ
とが明らかになった．さらに，Ag-Al合金の内部酸化
材では陽電子消滅γ線のドップラー幅広がり測定に
よって，導入された空孔が Al2O3内に存在するのでは
なく Ag母相中に存在することが明らかになった．
ビッカース硬さ試験および SEM観察から，内部酸化
に伴って形成された酸化物の形態を調査し，陽電子寿
命測定結果を比較した結果，空孔クラスタが検出され
ていた中程度の内部酸化温度域では直径数十 nmの酸
化物粒子サイズを示していることが明らかになった．
これらのことから，内部酸化過程で生じた高密度の単
空孔が，酸化物の成長に伴う内部歪の緩和に伴い不安
定化し，消滅過程で一部がクラスタを形成していると
解釈できる．
　以上より，希薄 Ag合金の内部酸化に伴って，母相
に高密度の相変態誘起空孔が導入されることが明らか
となった．

金属／半導体ヘテロ界面における反応拡散と
電子輸送特性

　当研究室では，薄膜太陽電池の光吸収層材料として
安価なリン化物半導体（Zn3P2, ZnSnP2）を提案してい
る．太陽電池において，金属／半導体ヘテロ界面は光
電流の収集や光起電力の発生に関与する重要な界面の
一つであり，その Schottky障壁高さφBはデバイスの
特性を決定づけるパラメータである．p型 Zn3P2と金
属との接合に関する先行研究では，φBは金属の仕事
関数φWに対して直線的に変化せず，SchottkyとMott

のモデル（φB∝φW）や Bardeenのモデル（φB＝const.）
では説明できないことが報告されている．この一因と
しては，接合界面で起こりうる反応拡散による界面構
造の変化が挙げられるが，界面構造と電子輸送特性と
の相関は詳細に検討されていない．また，多元系にお
いて界面に形成されうる相を決定するのは，一般に容
易でない．本研究では，冶金学の分野で用いられ，多
元系の相平衡を俯瞰できる化学ポテンシャル図を応用
して，金属/p-Zn3P2界面で起こりうる化学反応の議論
を試みた．モデルとして，φWが近いにも関わらずφB

が大きく異なる Agと Alを比較した結果（Ag: φW＝
4.28 eV, φB ＝ 0 eV（Ohmic）;  Al: φW＝ 4.20 eV, φB＝
0.77 eV），Agは Zn3P2と平衡するが，Alは Zn3P2と平
衡せず，熱力学的には界面反応により半導体である
AlPが形成されることが明らかになった．つまり，
Schottky接合と考えられていた Al/p-Zn3P2接合は，実
際は Al/AlP/p-Zn3P2という界面構造によって整流性が
発現していると考えられる．また，実際に作製した
Al/p-Zn3P2ダイオードの I-V特性を評価したところ，
ダイオード理想因子は 2.4と大きく，界面反応層の存
在と矛盾しない結果であった．引き続き，化学ポテン
シャル図を用いて金属/p-Zn3P2の特性の系統的な理解
を試み，その結果を活かして Zn3P2に適した接合相手
の検討と高効率化を目指して研究を進める．

ZnSnP2における規則不規則変態とバンドギャップ制御

　安価で安全な元素で構成される II-IV-V2族カルコパ
イライト型化合物 ZnSnP2は 1.66 eVの直接遷移型バ
ンドギャップを有し，光吸収係数が可視光領域におい
て 105 cm－1程度であることから新たな薄膜太陽電池
材料として期待されている．カルコパイライト型構造
を有する ZnSnP2は P原子が形成する fcc副格子の四
面体孔位置を Znおよび Snが規則的に占有する構造
を取るが，高温では Znおよび Snが不規則に配列する
閃亜鉛鉱型構造が安定となる．ここで，Znおよび Sn
原子に注目すると上記の相変態は Cu-Au系合金に代
表される規則-不規則変態と見なすことができる．本
研究では，フラックス法を利用し種々の冷却速度によ
り ZnSnP2結晶作製を行うことで，長範囲規則度が冷
却速度に依存して連続的に変化することを XRD分析
から明らかにした．さらに，ZnSnP2結晶における物性
調査から，バンドギャップの値は長範囲規則度をパラ
メータとして，およそ 1.6 eVから 1.4 eVの範囲で連
続的に変化することが分かった．これらバンドギャッ
プおよび長範囲規則度はアニール処理を用いることで
制御可能である．単接合太陽電池では，光吸収層のバ
ンドギャップがおよそ 1.4 eVのときに電力を最も効
率よく取り出せることが理論的に示唆されている．こ
のことから，規則-不規則変態を利用した新たなバン
ドギャップエンジニアリングは太陽電池の高効率化に
おいて重要であり，今後はこれらの知見をデバイス作
製プロセスに還元し高効率太陽電池の実現を目指す．

教　授　白井　泰治（2016年 3月定年退職）
准教授　野瀬嘉太郎
助　教　杉田　一樹（2016年 6月転出）

工学研究科　材料工学専攻

材料プロセス工学講座
ナノ構造学分野
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STMによる材料表面の原子レベル評価

（1）バルク試料の STMによる組織観察
　STM（走査トンネル顕微鏡）は試料表面を非常に
高い空間分解能で観察できる手法である．試料内部の
原子配列を保持した表面を作製することができれば，
試料内部の局所的な構造を観察することが可能にな
る．一方，代表的な材料の評価手法である透過型電子
顕微鏡と比較すると，STMには，元素の識別が非常
に困難である点，スケール（距離）の不正確さ，試料
表面の作製法が一般には確立されていない点，など多
くの欠点がある．しかしながら，イメージされるのが
ほぼ最表面の原子に限られ，原子オーダーの局所的な
構造への対応が容易である STMの特徴は，試料の対
象によっては，大きな利点になりうる．
　本年度もMg-希土類-遷移金属　 3元合金中に現れ
る LPSO（Long Period Stacking Ordered）構造の STM
による解析を進めている．前年度までに STMを用い
た局所状態密度測定（STS: Scanning Tunneling Spec-
troscopy）により同様のクラスター配列を示す領域が
異なる電子状態密度を示す場合のあることが明らかに
なったが，今年度は詳細な電子状態測定と第一原理計
算結果との比較により，これらが，表面下のクラスス
ターとの位置関係の違いを反映していることを明らか
にした．さらにこの情報を使うことで，LPSO構造中
のすべり面の観察が可能であることを示した．この結
果は今後 LPSO構造の変形挙動を研究する上で大変有
意義であると考えている．また，本年度は上述の STM
の欠点を克服すべく，電界蒸発による STM観察用試
料作製技術の開発に着手した．
（2） 貴金属表面への炭素蒸着によって形成される 

ナノ構造の観察
　Au, Agなどに炭素蒸着を行うと，非常に形状の揃っ
た炭素ナノ構造が形成される場合がある．この構造の
STMによる観察を継続している．本年度は FT-IR（赤
外線分光）測定と理論計算による赤外線吸収のシミュ
レーションを行うことで，この構造が C20フラーレン
の 1次元重合体である可能性を見出し，提案した．ま
たこれまで実験は全て（111）表面上で行っていたが，
今回（110）表面での研究を開始し，興味深い結果が得
られ始めている．

原子・分子サイズ接点の研究

（1）　金属原子サイズ接点のmechanical annealing
　金属の原子サイズ接点の破断と再接触を繰り返すと

接点形状が安定してコンダクタンス変化の再現性が向
上する．この現象は mechanical annealing（MA）とし
て知られており，原子サイズ接点の弱点である再現性
の低さを改善する手段として注目されている．今回
我々はMAの分子動力学シミュレーションを行い，
金属種や接点方位によるMAの相異を明らかにした．
Au, Al, Cu, Ni, Ptの 各 金 属 に つ い て［100］, ［110］, 
［111］方位の接点を作製し，接点の接触と破断を繰り
返し行なった．接触については，最大接触面積が 5, 
10, 15原子である 3種類の接触を試みた．その結果，
接触時の接点原子配置の乱れが重要であり，これに依
存してMAも変化することが判明した．原子配置の
乱れが大きいと接点電極間の原子交換頻度が増加し，
破断過程における最小断面積の時間変化も大きなばら
つきを示すようになる．この接触時の原子配置の乱れ
は金属種よりも接点方位に対する依存性が強く，表面
エネルギーの方位依存性などに支配されていることが
推測される．
（2）　Au単原子接点の破断電圧の張力依存性
　バイアス電圧 V, 張力 Fの下にある単原子接点の安
定化エネルギーは E－αV－βFと表される．α，βは
正の係数であり，V, Fが高くなると接点の安定性が低
下して破断に到る．多くの場合，金属単原子接点は破
断接合法で作製されるが，形成される単原子接点では
F＞0である．従って Fを更に低下させると，それだ
け破断電圧は高くなる．この点を検証するため接点の
破断・再接触の両方の過程で Au単原子接点を作製し，
破断電圧の比較を行なった．その結果，接触過程によ
る単原子接点の破断電圧分布は破断過程で得られた分
布よりも高バイアス側にシフトすることが判明した．
接触過程による単原子接点の Fは破断過程でのもの
よりも低く，今回の測定により Fの変化に伴う破断
電圧の変化が確認されたことになる．同様の破断電圧
分布のシフトは Pb接点においても観測されている．
（3）　Au単原子接点の高周波コンダクタンス測定
　交流バイアス下における単原子接点の安定性を調べ
る実験を行なっている．従来のバイアス電圧をスイー
プする破断電圧測定では，高バイアス時に安定性に対
する交流の効果が弱まる可能性が考えられるため，今
回は低バイアス（振幅 200 mV）・高周波（1 MHz）で
Au単原子接点の寿命を測定する実験を行なった．測
定環境は室温・超高真空中である．その結果，直流バ
イアスと 1 MHzバイアスで得られた Au単原子接点
の寿命分布の間に差異は見られなかった．少なくとも
1 MHzまでは，交流による接点安定性の向上は期待
できない．

教　授　酒井　　明
准教授　黒川　　修
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機械学習に基づいた材料探索のための結晶構造記述

　物質の様々な特性，つまり物性値は構成元素や結晶
構造によって決まる．近年，第一原理計算の精度と計
算速度が大幅に向上し，物性値のデータベースを計算
によって構築することが可能になってきた．しかし，
所望の物性値を持つ物質を設計・探索するという逆問
題を解くためには，未解決の問題が多数ある．そのう
ちの一つが，物性値をモデル化するための記述子とし
て，多様な結晶構造を数値化するという問題である．
本研究では原子分布や結晶構造の様々な記述方法につ
いて検討し，その有効性について検証した．
　無機化合物を対象とする物性予測モデルを，元素や
結晶構造の記述子を用いて構築し，その物性値予測精
度を評価することにより，結晶構造記述子の性能を検
討した．具体的には，二元系や三元系の 3343化合物
について，平面波基底 PAW法（VASPコード）によ
る第一原理計算を行い，凝集エネルギー，体積弾性率，
バンドギャップを求め，予測の目的値を得た．予測モ
デルの構築には，非線形回帰手法であるSupport Vector 

Regression（SVR）を用いた．元素記述子には原子番号
や電気陰性度などの平均値および標準偏差を用いた．
また，中心原子に配位する原子の配置を表現した原子
分布ρ（r, θ, φ）を定義し，距離関数と球面調和関数の
積 gn（r）Yl,m（θ, φ）との内積を計算することで，原子分
布の記述を試みた．その際に，元素の区別の有無や 2

種類の配位数の定義方法について比較した．全データ
の 75％を学習データとし，それ以外をテスト用デー
タとして予測誤差を評価した．
　まず凝集エネルギーの予測を行った．原子分布記述
子を用いた結果，予測精度は 0.10 eV/atomとなった．
元素記述子のみを用いた場合の予測誤差が 0.40 eV/

atom，これに角度情報を持たない動径分布関数のみ
を加えた場合の予測誤差が 0.21 eV/atomであること
と比較すると大幅な予測精度の向上が見られた．体積
弾性率やバンドギャップについても，同様に予測精度
の向上が見られ，本手法により提案された記述子が物
性予測に有効であることが分かった．

δ-Bi2O3の合金化による中温時効での規則化抑制

　O2－をキャリアとする酸化物イオン伝導体は，固体
酸化物形燃料電池（SOFC）の電解質や酸素センサな
どに応用されている．1003 K以上で安定なδ-Bi2O3は

欠陥蛍石型構造を持ち，高い水準の酸化物イオン伝導
性を示すことが知られている．このδ相は希土類元素
との合金化により室温まで維持でき，Erを固溶させ
た Bi0.8Er0.2O1.5（20ESB）は 773 Kで 3.8×10－2（S cm－1）
という高い電気伝導度を示す．一方で，20ESBを含
むδ-Bi2O3固溶体を 773 Kで長時間保持すると伝導度
が著しく低下するという実験結果が報告されており，
その原因としてカチオン副格子の規則化が考えられて
いる．本研究では Bi2O3に 3種類以上の元素を共添加
することで，中温時効での規則化および伝導度低下を
抑制させることを目指した．その手法として， 5～ 8

種類の元素を共添加する，いわゆる高エントロピー合
金化を行う方法と，希土類元素, Nb, Wの 3種元素を
共添加する方法を試みた．
　まず，カチオン比で計 20％となるよう 8種の希土
類元素を添加した高エントロピー合金化試料を作製し
た．いずれの試料も，焼結後の試料はδ相単相となり，
20ESBと同程度の高い伝導度を示したが，773 Kで
100 h保持すると伝導度が著しく低下した．773 K, 

100 h保持後でもδ相を保っていた試料に対して行っ
た X線回折測定と示差熱分析の結果から，773 K保持
によってカチオンが規則化していることが示唆され
た．したがって，高エントロピー合金化によりカチオ
ンの規則化を抑制することはできなかった．この原因
として，Biのカチオン比が 80％の組成ではエントロ
ピーの利得が小さく，相の安定性に影響を及ぼすには
不十分であったことが考えられる．
　続いて，希土類元素, Nb, Wの 3種元素を共添加し
た試料を作製した．Erを 15％, Nbを 2.5％, Wを 2.5％
添加した試料では，焼結直後の試料がδ相単相とな
り，20ESBと同程度の高い伝導度を示した．また，
この試料は 773 Kで 100 h保持しても伝導度が低下せ
ず，100 h経過後も 3.4×10－2（S cm－1）という高い伝導
度を維持した．773 K, 100 h保持後試料に対して X線
回折測定，示差熱分析および電子回折図形観察を行っ
た結果から，この試料は 773 K, 100 h保持後もδ相単
相を維持し，カチオンの規則化も抑制されていること
がわかった．このように，希土類元素, Nb, Wを共添
加することで，773 K保持での規則化および伝導度低
下を抑制することに成功した．以上の結果から，希土
類元素, Nb, W共添加 Bi2O3は中温時効において高い
電気伝導度を維持することが示され，酸化物イオン伝
導体として有望であることが判明した．
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硬質材料単結晶のマイクロピラー圧縮変形

　硬質金属間化合物やセラミックスは様々な合金の強
化相として広く利用されているが，それらの多くは非
常に複雑な結晶構造をとり，室温では脆性的であるた
め，その塑性変形挙動には不明な点が多い．近年，集
束イオンビーム（FIB）加工により作製したマイクロ
サイズ試験片について一軸圧縮試験を行うマイクロピ
ラー圧縮試験により，Siや GaAs等の脆性材料におい
て脆性-延性遷移温度を大きく下回る室温でも塑性変
形することが報告されたことから，脆性材料の塑性変
形機構の解明にマイクロピラー圧縮試験が有効である
可能性が示唆された．そこで室温で脆性的な硬質材料
である 6H-SiC, B4C, Fe2Nb単結晶についてマイクロピ
ラー圧縮試験を試験片サイズならびに荷重軸方位の関
数として行い，これら硬質材料の室温における変形機
構について調査した．
　単結晶マイクロピラー圧縮試験によりに 6H-SiC単
結晶において（0001）〈112̅0〉底面すべり，{11̅00}〈112̅0〉
柱面すべりの活動を確認した．CRSSの値にはいずれ
のすべり系においても顕著なサイズ依存性は見られな
かった．透過電子顕微鏡法による変形組織観察により，
いずれのすべり系が活動する試料においてもバーガー
スベクトルが 1/3〈112̅0〉の完全転位の運動が確認さ
れ，高温変形後にしばしば観察される拡張転位は確認
されなかった．ことから 6H-SiC単結晶マイクロピラー
の室温変形においては，高温変形時の Glide-set転位
ではなく，Shuffle-set転位の活動により塑性変形する
と考えられる．一方，B4C, Fe2Nb単結晶については，
いずれの圧縮方位，試験片サイズにおいても塑性変形
を示す前に脆性破壊した．このような変形挙動に顕著
な差が生じる原因について，マイクロビーム破壊靭性
試験により評価した破壊靭性値ならびに異方性弾性定
数をもとに考察を行ったところ，B4C, Fe2Nbと 6H-SiC
の破壊し易さの違いは主として破壊靭性値よりも弾性
異方性の影響を反映していることが示唆された．

GA鋼板のめっき被膜を構成する Fe-Zn系単相/複相
金属間化合物の塑性変形・破壊挙動

　合金化溶融亜鉛めっき（鋼板）は優れた溶接性，塗
装性および耐食性を有するため，自動車のボディパネ
ルをはじめとして多くの産業分野で用いられている．
めっき層中には 5つの Fe-Zn系金属間化合物相（Γ, Γ1, 
δ1k, δ1p, ζ）が層状に形成される．GA鋼板をプレス成
型加工すると，熱処理時間が長くΓ/Γ1層が主相のと
きには粉状状剥離，熱処理時間が短くζ相が主相の
ときには薄片状剥離が生じることが問題となってい
る．加工に最適な皮膜構造と組織を実現するためには，
これまでに明らかにしてきた各化合物相の塑性変形能

に加えて，各化合物相の破壊特性や GA鋼板のめっき
層中のどこでクラックが発生し進展するのかという剥
離挙動の素過程を知る必要がある．そこで剥離挙動の
詳細を調査することを目的に各異相界面を含む複相マ
イクロピラーの圧縮試験その場観察を行った結果，単
相ではわずかな塑性歪量しか示さなかったδ1p相で
あったが，δ1p/ζ複相マイクロピラー圧縮試験では各
単相よりも大きい 10 %以上の塑性歪を示した．また
各化合物相の破壊靭性値の評価を目的にシェブロン
ノッチを入れたマイクロビーム試験片を用いて曲げ破
壊試験を行った結果，Γ, Γ1, δ1k相の破壊靭性値は
0.4 MPa·m1/2程度の低い値である一方，δ1p相では
1 MPa·m1/2以上と比較的高い値を示した．工業的には
δ1（δ1k/δ1p）相が主相の GA鋼板が最も耐剥離性に優れ
ているとされ，本研究結果から，これδ1p相がζ相と
接していることおよびδ1p相の破壊靭性値の高さに起
因していると示唆される．

L12型 Co3(Al,W)の高温強度に及ぼす
第四元素添加の影響

　L12-Co3（Al, W）を強化相とする Co基γ（fcc固溶体）
/γ’（L12型金属間化合物）二相超合金は，従来の Ni基
超合金の高温特性を凌駕する可能性があり，次世代の
高温構造材料として注目されている．これらの二相超
合金が優れた高温特性を示すのは，強化相である L12

構造を有する金属間化合物相が温度の上昇に伴い強度
が増加する特異的な強度の温度依存性（Yield Stress 
Anomaly, YSA）を示すことに起因する．しかし，Ni基
超合金の強化相である Ni3Alと違い，三元系 L12-Co3

（Al, W）の YSAの温度領域は非常に狭く，十分な高温
強度を持っていないことが明らかとなった．L12型金
属間化合物では，Anti-Phase Boundaryを挟んで二本
に分解した超格子部分転位がさらに Complex Stack-
ing Fault （CSF）を挟むショックレーの部分転位に分解
する．Co3（Al, W）の YSAの開始温度が非常に高いの
は，CSFエネルギーが低いためと考えられる．一方，
Co3（Al, W）の YSAのピーク温度は規則不規則の相変
態温度（ソルバス温度）に相当すると考えられる．そ
こで，CSFエネルギー及びソルバス温度を増加させ
る可能性のある元素（Ni/Ta）の添加が Co3（Al, W）の
高温強度に与える影響について調べた．Ni添加によ
り Co3（Al, W）の CSFエネルギーが増大し，YSAの開
始温度を低温側に移行させることができる一方，Ta
添加により Co3（Al, W）のソルバス温度を上昇させ，
三元系と比べより高い温度まで高温強度を維持するこ
とができる．これより，Co基γ/γ’ 二相超合金の高温
力学特性を上げるためには，CSFエネルギー及びソ
ルバス温度を増加するような元素を添加することが非
常に有効であることが明らかになった．
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高Mnオーステナイト鋼の水素脆化挙動に及ぼす
結晶粒径の影響
　一般的にオーステナイト鋼は水素脆化感受性が低い
ことが知られている．しかし，次世代の高強度・高延
性材料として注目されている高Mnオーステナイト鋼
では水素脆性が発現する危険性が報告されている．そ
こで本研究では，高Mnオーステナイト鋼の水素脆化
挙動におよぼす結晶粒径の影響を調べ，結晶粒微細化
による水素脆性抑制の可能性を検討した．粗大粒材で
は水素添加によって延性が顕著に低下したのに対し，
粒径 1μm以下まで結晶粒を超微細化すると水素脆化
が抑制されることが明らかとなった．これは，結晶粒
微細化に伴って，（ⅰ）単位粒界面積あたりの水素濃度
が低下すること，（ⅱ）変形中の転位のパイルアップに
よる応力集中が低減すること，によって結晶粒界への
水素集積が抑制されたことに起因すると考えられる．

超微細粒材料における降伏点降下現象
　本研究では，超微細粒材で発現する特異な変形挙動
のメカニズム解明を目的として，種々の粒径を有する
極低炭素 IF鋼および純アルミニウムの変形挙動を詳
細に調べた．粒径が微細になると降伏点降下を伴う不
連続降伏が起こるようになり，不連続降伏の発現と
extra Hall-Petch hardeningには密接な関連があること
が明らかとなった．また，バウシンガー効果を解析す
ることによって，超微細粒材では変形中に大きな内部
応力が発生していることを見出し，この内部応力の存
在が extra Hall-Petch hardeningの主な原因であるこ
とを解明した．

放射光 X線回折を用いた SUS304オーステナイト
系ステンレス鋼の変形誘起マルテンサイト変態に
おける組織と結晶学的特徴に関する研究
　変形誘起マルテンサイト変態に関してはこれまで多
くの研究がなされてきているが，その組織と結晶学的
特徴の成因については未だ十分に明らかになっていな
い．本研究では，SPring-8での放射光 X線回折を利用
した局所応力測定によって，SUS304鋼における変形
誘起マルテンサイト変態に伴う組織形成過程とその結
晶学的特徴を調べた．その結果，SUS304鋼の変形誘
起マルテンサイト変態はオーステナイト→εマルテ
ンサイト→α’ マルテンサイトという順序で生じるこ
と，そしてオーステナイト→εマルテンサイト変態
を担うショックレー部分転位が受けるせん断応力成分
の大小によって，優先的に生成するεマルテンサイト
のバリアントが決定されることなどが明らかとなった．

2Mn-0.4C鋼におけるマルテンサイトおよび
ベイナイトの低温脆性破壊と微視組織の関係

　中炭素マルテンサイト鋼およびベイナイト鋼は高強
度を示すが，低温度域では脆性破壊が生じる．本研究
では，へき開面である｛001｝面の方位差が大きい境界
に囲まれた領域が同一 Bain関係を有するバリアント
の集合（Bain unit）に対応していることに注目し，低
温脆性破壊挙動と Bain unitサイズの関係を調べた．
三点曲げ試験により破壊靭性値を評価した結果，Bain 
unitサイズの減少とともに破壊靭性値は増加し，Bain 

unitサイズの微細化は低温脆性破壊の抑制に有効であ
ることが明らかとなった．また，Bain unitサイズを微
細化すると，発生したマイクロクラックの伝播が Bain 
unit境界で一旦停止するようになることがわかった．
一旦停止したマイクロクラックが Bain unit境界を伝
播するためには，更に高い応力が必要となるため，
Bain unitサイズの減少に伴って破壊靭性値が増加し
たと考えられる．

高強度・高延性を有する Fe-Ni-Al-C合金冷間圧
延材の変形挙動

　Fe-Ni-Al-C合金は冷間圧延ままでも大きな加工硬化
を示し，優れた強度－延性バランスを有することが報
告されている．本研究では同合金が優れた強度－延性
バランスを有する要因の解明を目指して，冷間圧延お
よび引張変形に伴う組織・相変化を組織観察および
J-PARCでの引張変形その場中性子回折によって評価
した．均質化材は母相オーステナイト中に FeNiAl粒
子が分散した複相組織を有し，冷間圧延によって変形
双晶と変形誘起マルテンサイトが部分的に生成した．
また，冷間圧延材に引張変形を施すと，圧延時に残存
していた比較的粗大なオーステナイト粒内に変形双晶
と変形誘起マルテンサイトが優先的に生成することが
わかった．これらの結果は，TRIP効果，TWIP効果，
内部応力場といった異なる加工硬化機構が働くことに
よって優れた強度―延性バランスが実現されている可
能性を示唆している．

5Mn(-2Si)-0.1C鋼の加工熱処理によるオーステ
ナイトの安定化
　近年，強度と延性を両立させ，かつ合金元素添加量
を抑えた中Mn鋼（Mn量：3～10 %）が次世代構造用
鉄鋼材料として注目されている．本研究では，中Mn
鋼の更なる力学特性の向上を目指して，オーステナイ
トの安定性におよぼす加工熱処理条件の影響を調べ
た．種々の条件で加工熱処理を行った結果，オーステ
ナイトの安定性は加工熱処理温度によって大きく変化
し，低温度域での加工熱処理によって残留オーステナ
イト量が増加する傾向が確認された．また，中温度域
で加工熱処理を行った場合，残留オーステナイトの安
定性が低いために引張変形中に変形誘起マルテンサイ
ト変態が顕著に起こり，その結果大きな加工硬化が生
じることが明らかとなった．

巨大ひずみ加工と焼鈍により作製された超微細
結晶粒 CrFeCoNiCu系高エントロピー合金の
組織と力学特性

　高エントロピー合金とは 5種類以上の元素をほぼ等
量含んだ材料であり，高温材料などとしての実用化が
期待されている．本研究では，HPT法による巨大ひず
み加工と焼鈍処理により CrFeCoNiCu系高エントロ
ピー合金の超微細粒組織を作製し，その力学特性と微
視組織の関係を調べた．鋳造材は Cu濃縮相と Cu欠
乏相からなる二相組織を示したが，HPT加工を施すこ
とにより粒径 70 nm程度の単相の超微細粒組織が得
られた．また，HPT加工後に低温度域で焼鈍した材料
は，ナノ析出物が生成することによって，HPT加工ま
ま材より高い強度を示すことがわかった．

教　授　辻　　伸泰
准教授　柴田　曉伸
助　教　BAI YU（バイ・イ，2015年10月着任）

工学研究科　材料工学専攻

材料物性学講座
構造物性学分野
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放射光 X線イメージングを用いた時間分解・その
場観察手法の開発

　金属材料の凝固・結晶成長は，組織制御や欠陥の抑
制，さらに材料特性の発現のため，理解が必要不可欠
の過程である．にもかかわらず，高温，可視光に対し
て不透明であるため，凝固していく過程をありのまま
に観察するその場観察（in-situ）はこれまで困難であっ
た．当研究室では SPring-8などの放射光施設で利用
可能な 10 keV以上の硬 X線の単色光を利用し，密度
や濃度の違いによる吸収差により組織形成過程を時間
分解でその場観察できる手法を開発している．このよ
うな手法を用いることで，鉄鋼材料の凝固過程とそれ
につづく変態の時間分解・その場観察が可能になりつ
つある．さらに，凝固過程あるいは凝固直後の組織に
応力を印加することにより，変態が誘起される現象な
どを見いだした．今後，より定量的なデータの獲得，
物理モデルの構築などにより，鋳造プロセスの発展に
寄与できると考える．

凝固組織形成のダイナミクス（固液共存体の変形挙動）

　融液からの凝固過程では，固相の核生成・成長にと
もない潜熱の放出（熱輸送），固液界面での溶質分配が
起こり（物質輸送），さらに濃度・温度の不均一により
対流が生じる（運動量輸送）．このような結晶の成長，
熱の移動，物質の移動，流体の流れといった物理現象
は独立ではなく，互いに影響を及ぼしながら材料組織
が形成され，濃度の不均一である偏析も発生する．こ
れまで，デンドライトアーム間（固液共存域）の液相
の流動が偏析形成の原因である前提で種々の物理モデ
ルが構築されてきた．しかし，凝固・結晶成長過程で
は，凝固あるいは温度低下に伴う体積変化により固液
共存領域が変形し，その結果として偏析が形成される
可能性がある．X線イメージングを用いた時間分解・
その場観察により，金属材料の固液共存体の変形にお
いて，固相粒子の再配列が変形を担う条件では，不均
一変形を起こし，偏析形成につながることを明らかに
した．観察に基づいて，変形機構の明確化，物理モデ
ルの構築，シミュレーションへの応用を行っている．

磁場による高次配向を利用した新しい材料
プロセッシング

　無冷媒型超電導磁石は，長時間にわたり数 T以上
の強磁場を研究室でも容易に発生させることができ，
このような環境では常磁性体や反磁性体に作用する力

も顕在化し，材料製造プロセスに応用できる可能性が
ある．例えば，ミクロンスケールの微小な結晶粒子を
磁場により配向させて，異方的な材料を製造できる可
能性がある．結晶の配列による異方性は，材料の特性
の向上や新たな機能の発現につながると考えられ，こ
のような磁場を使った材料プロセスの原理の開発を目
指している．具体的には，熱電材料や発光素子として
応用が期待されているが，固相変態により形成するた
め融液法による単結晶育成が困難な斜方晶β-FeSi2に
ついて，ミクロンオーダのβ-FeSi2単結晶を磁場によ
り高次配向させ， 3軸の結晶方位が揃ったバルク
β-FeSi2結晶の作製を進めている．

Mg基 LPSO組織の放射光 SWAXS測定による
安定性評価

　MgZnY合金中に形成される LPSO構造は c軸方向
に周期的な組成と積層の変調を持ち，さらに積層欠陥
の領域は偏析層が二次元の規則構造を持つことが知ら
れている．小角散乱／回折法を利用することにより， 
LPSO構造の安定性と規則構造の発展過程を ex-situ
等温時効材に対する測定により詳細に調べ，それぞれ
の組成における際安定周期への収束過程を明らかにし
た．また，強制固溶体を初期条件とする観点から，液
体急冷材（アモルファス）からの LPSO形成過程のそ
の場測定実験を開始した．初期結晶化過程での強制固
溶 hcpナノ結晶を経由した独特の LPSO形成過程が
MgYZn 3元系合金において見出され，LPSO形成にお
いて階層的な相転移現象としての観点からの解析が可
能であることが示された．今後クラスターの動力学の
立場からの解析を進めて行く予定である．

軟 X線共鳴小角散乱法の開拓と Al合金の
構造評価への応用

　従来から Al合金の析出過程を定量評価する手法と
して In-situ小角散乱法が使われてきているが，実用
上重要な 6000系合金については析出物の電子密度が
母相とほぼ同じであるため，適用困難であった．
In-situ測定を得意とする小角散乱法による評価を可能
とするために Alの K吸収端での異常小角散乱測定を
実現するための基礎検討進めている．新規 CCD検出
器により，Alの K吸収端における異常小角散乱測定
に成功し，Alの K吸収端での散乱強度変化が
Cromer-Libermannによる計算値と対応する測定が実
現できたこと， 2次元測定による組織異方性について
の評価も可能であることを示した．

教　授　安田　秀幸
准教授　奥田　浩司
助　教　森下　浩平

工学研究科　材料工学専攻

先端材料機能学講座
先端材料機能学分野
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永久磁石材料M型 Ca-Laフェライトの磁性

　M型フェライトは化学的安定性，構成元素の遍在

性から大量に利用されている永久磁石材料である．現

在，SrFe12O19に Laと Coを部分置換したものが主流

であるが，近年 Ca-La-Co系のM型フェライトが従来

品に比べ 20 %程度保持力が増強されることが報告さ

れ注目を集めている．永久磁石の性能は，母相の特性

と粒界の効果が複雑に関連しているため，置換元素添

加が何に影響を及ぼしているかは単純ではない場合が

多い．本研究では Ca-La-Co系への展開を念頭にM型

Ca-Laフェライトの組成と磁性の関係を探索した．ま

ず，M型 Ca-Laフェライトの組成研究を行い Ca-La

の固溶域を明らかにし，また，本系では Feの濃度が

M型フェライトの正規組成より少ないことを単結晶

の ICP分析から明らかにした．また単結晶を用いた

磁化測定から磁化困難軸方向の磁化曲線にスピンフ

リップ的な磁化の異常を発見し，低温での異方性磁界

の減少の起源を解明した．Sr系では Laの置換が進む

に連れ飽和磁化が減少するが，Ca系では La置換に対

し飽和磁化が鈍感であり，このことが性能向上の一因

と考えられる．

カゴメ格子磁性体におけるトポロジカルホール効果

　カゴメ格子は正三角形が頂点共有した 2次元ネット

ワークであり，カゴメ格子磁性体は典型的なフラスト

レート磁性体として知られている．また，格子点間の

中心に反転対称性が無いため，格子点の入れ替えに対

して反対称な Dzyaloshinsky-Moriya（DM）相互作用が

働く．そのためカゴメ格子磁性体では，スピン間相互

作用のフラストレーション効果と DM相互作用とい

う 2つの効果による非自明なスピン構造が出現し，そ

れに由来する様々な新規物理現象の発現が期待され

る．本研究では，カゴメ格子が層状に積層した金属磁

性体 Co3Sn2－xIn xS2（Co-shandite）の単結晶試料を育成

し，磁化，電気抵抗，ホール抵抗測定を行い，その磁

性と伝導を詳細に調べた．その結果，In低濃度領域

（x＜ 0.8）では強磁性秩序が出現しているが，その臨

界濃度近傍（0.5＜ x＜ 0.8）ではホール抵抗に磁場に

比例する正常ホール抵抗と磁化に比例する異常ホール

抵抗以外の寄与があることを見出した．詳細な解析か

ら，この余剰項は，DM相互作用起源のトポロジカル

なスピンテクスチャに起因する「トポロジカルホール

効果」が発現していると考えられる．

反転対称性の無い結晶構造をもつ遍歴電子磁性体の

単結晶育成と磁性

　反転対称性の無い結晶構造をもつ磁性体では，DM

相互作用起源の非自明なスピン構造（サイクロイド螺

旋，スカーミオン格子，カイラルソリトン格子，etc.）

に由来する様々な新規物理現象（マルチフェロイック

現象，トポロジカルホール効果，巨大磁気抵抗，etc.）

の発現が期待され，注目を集めている．本研究では，

そのような系の新たな候補物質としてチムニーラダー

構造を持つ物質MnSi1.75－δに着目し，単結晶を育成し

てその磁性を調べた．テトラアーク炉による引き上げ

法により育成した単結晶は，主相としてMnSi1.75－δで

あるもののδが僅かに異なる複数の相が存在するこ

と，不純物相としてMn-richな相も僅かに混在してい

ること，MnSi1.75－δ相とMn-rich相が c軸を揃えて

～20μmの積層周期構造をしていること，などが分

かった．この試料の磁化測定を行い，主相のMnSi1.75－δ

の磁性に由来する磁気相図を作成した．その結果，磁

場を c軸方向にかけた場合には複数の磁気相が磁場中

で出現しており，DM相互作用に起因すると思われる

非自明なスピン構造の出現を予想させる結果を得た．

教　授　中村　裕之

准教授　田畑　吉計

助　教　和氣　　剛

工学研究科　材料工学専攻

材料機能学講座
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ポーラスシリコンへのイオンの浸透挙動

　ポーラス電極の細孔内への物質供給を制御し評価す
ることは，電気二重層キャパシタや二次電池といった
電気化学デバイスの性能向上に重要である．本研究で
は，ポーラス電極や溶質の溶媒和特性を利用して細孔
内へのイオン浸透を制御するため，イオンサイズが異
なるアルキルアンモニウム（TEA＋または TBA＋）水
溶液を用い，これらのカチオンのナノポーラスシリコ
ンの細孔内への浸透速度および浸透後の細孔内におけ
る溶液の pH変化を調査した．
　浸漬電位の経時変化を測定した結果，TEA＋よりサ
イズの大きい TBA＋の方が細孔内へのイオン浸透が速
いことが示唆された．また，より孔径の小さいミクロ
ポーラスシリコンへの浸透速度が比較的速いことが分
かった．これらの結果は濃度勾配による一般的な拡散
現象では説明できず，サイズが大きく表面電荷密度の
小さいイオンとポーラスシリコンが持つ疎水性の孔壁
との間に強い引力相互作用が働いたことに起因する結
果である．ルゲート型ミクロポーラスシリコンを用い
た場合，反射スペクトルのピークが TBA＋の浸透開始
からわずか 5秒以内で消滅し多孔質層の化学溶解が確
認された．塩基性下では Siは化学溶解することから，
溶液中における電気的中性を考慮すると，細孔内にお
ける TBA＋の高濃度化がプロトン濃度の低下を招いた
と考察した．

電極のナノポーラス化と錯体設計による
Znデンドライト析出の抑制

　次世代金属二次電池の実用化に向け，負極における
金属のデンドライト析出の抑制が急務である．現在，
電解液中に添加剤を加える方法が主流であるが，充放
電を繰り返す中で添加剤が分解するため，電池の長期
安全性のためには添加剤を必要としない新たな抑制法
が必要である．
　疎水性多孔質電極においては，疎水性細孔・溶媒の
水・溶質の金属イオンの相互作用により，細孔内に亜
鉛イオンの濃縮相が形成し，孔内で優先的に亜鉛が析
出することでデンドライト析出の抑制が可能である．
本研究では，この相互作用をさらに強め，細孔内濃縮
相の形成を促進するために多価カルボン酸を用いて亜
鉛錯体を設計した．上記の相互作用が強く働くと考え
られる，価数ゼロの亜鉛錯体が多く存在する pHにお
いて亜鉛電析を行った．その結果，細孔内への密な亜
鉛析出と，平滑電極と比較して電極表面へのデンドラ
イト析出の抑制を確認した．

低揮発性有機溶媒を用いたアルミニウム電析

　アルミニウム（Al）は構造材料やめっき材料として，
また卑な標準電極電位を持つことから電池負極材料と
して注目されている．Alの標準電極電位は－1.676 V 
vs. SHEと卑であるため，水溶液から金属 Alの電析は
困難である．これまでに有機溶媒やイオン液体を使用
した電解液が報告されているが安全性やコスト面に難
がある．本研究では沸点が 150℃以上と比較的安全
なグライム類（G2, G3, G4, butyl G2）に注目し，塩化
アルミニウム（AlCl3） / グライム浴について検討した．
その結果，AlCl3 / G2浴から Alの析出溶解を観測し，
結晶性金属 Alの電析に成功した．また 4 mA cm－2で
の定電流電析を行ったが，デンドライト成長は見られ
なかった．さらに Raman分光測定により AlCl3 / G2
浴中の［AlCl2·（G2）2］＋という錯体が電気化学的活性種
であると結論した．
　一方，AlCl3 / G3, G4, butyl G2浴においては Alの析
出溶解は見られなかった．Raman分光測定の結果
AlCl3 / G3, G4, butyl G2浴においても G2浴と同様に
Al3＋－グライム錯体が存在することが示唆された．よっ
て，G3, G4は Al3＋に対して強く配位するため脱溶媒
和が出来ず電気化学的に不活性であると結論した．

粗銅のアノード溶解挙動に不純物元素がおよぼす影響

　リサイクル原料や低品位鉱の使用量が増大している
銅の製錬プロセスにおいて，不純物元素を多く含む粗
銅の使用が電流効率やアノード電位へ影響をおよぼす
ようになっている．本研究では不純物元素の中でも
Niに着目し，電解浴中に溶出した Niイオンが銅のア
ノード溶解へ与える影響を調べた．
　硫酸ニッケルを添加した電解浴を用いて銅のアノー
ド分極挙動を観測したところ，添加量の増大に伴い，
分極曲線の勾配が減少した．実操業では定電流電解を
行っているため，これはアノード電位の上昇を意味す
る．硫酸ナトリウムを添加した浴でのアノード分極曲
線が硫酸ニッケルを添加したものと一致したことか
ら，この勾配の減少は硫酸イオンによるものである．
電解浴は飽和に近い濃度の硫酸銅を含んでおり，硫酸
イオン濃度が増加することで，電極上で局所的に硫酸
銅が析出し，電極有効表面積が減少すると考えられる．
また，電解浴中の硫酸銅の一部を硫酸ニッケルおよび
硫酸ナトリウムに置き換え，硫酸イオン濃度を一定と
した場合の銅アノード分極挙動は，硫酸銅のみを用い
た場合と一致し，電解浴に溶け出した Niイオン自体
は影響を与えないとわかった．実操業では溶出する不
純物が増えることで，対アニオンとしての硫酸イオン
が増加し，アノード電位の上昇を引き起こすと考えら
れる．

教　授　邑瀬　邦明
准教授　深見　一弘
助　教　北田　　敦

工学研究科　材料工学専攻
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イオン液体／チタン酸リチウム界面の
原子レベル AFM構造解析

　当研究室では，新規機能性溶媒であるイオン液体と
固体材料の原子レベル界面構造を解析するために，音
叉型水晶振動子をフォースセンサに用いた周波数変調
原子間力顕微鏡（FM－AFM）の開発に取り組んでき
た．本研究では，イオン液体電解液中でのスピネル型
チタン酸リチウム（Li4Ti5O12, LTO）表面構造観察に取
り組んだ．LTOはリチウムイオン電池の負極材料と
して実用化されているが，電解液／電極界面構造の直
接観察は興味深い課題として残されている．
　本実験ではイオン液体 1－ethyl－3－methylimidazolium 
bis（trifluoromethylsulfonyl） imide（EMI－Tf2N）に Li－
Tf2Nを溶解（濃度 1 %）させた電解液中で LTO（111）単
結晶表面の FM－AFM観察を行った．なお，作製した
LTO膜の充放電測定から，電池動作は確認している．
　LTO（111）面の電解液中 FM－AFM像から約 0.6 nm
間隔で 3回対称に配列した輝点が確認できた．結晶面
の原子配列と一致したことから，電解液中においても
LTO（111）表面構造が原子レベルで維持されているこ
と，さらに，リチウムイオン脱挿入平衡状態において
も表面が可視化可能であることを示唆している．

アルミニウムと高分子材料の VUV光活性化接合
　当研究室では，光学分野に応用されているシクロオ
レフィンポリマー（COP）に波長 100－200 nmの真空
紫外（Vacuum ultra-violet : VUV）光を大気中で照射
することで，光活性化接合に成功した．本研究ではア
ルミニウム箔と分子構造や結晶性が異なる各高分子材
料との光活性化異種材料接合を行った．
　洗浄したアルミニウム箔を 2 mMの Octadecylphos-
phonic acid（ODP）/Ethanol溶液に浸漬することで，
自己集積化単分子膜（SAM）を作製した．ODP被覆
アルミニウム箔と COP，polyethylene（PE）または
polyimide（PI）フィルムに VUV光を照射し，光活性化
面同士を貼り合わせて圧着した．表面化学状態の評価
には，XPSを用いた．
　VUV光を照射した ODP被覆アルミニウム箔や高分
子フィルムの XPS測定結果から試料表面への酸素含
有官能基の導入が示唆された．酸素含有官能基の量や
改質層深さなどを考慮し，照射条件を最適化すること
で，アルミニウムと COP, PE及び PIの光活性化異種
材料接合に成功した．

シリコンに化学接合したフェロセン誘導体 SAMの
電気特性
　電気化学活性な分子からなる自己集積化単分子膜 
（SAM）はメモリーやセンサー応用が期待されている．
近年，液体金属の GaIn合金が SAMへのダメージレ
ス電極として提案され，電気特性の研究が進められて
いる．本研究では，我々が作製・電気化学特性を報告
してきた水素終端化シリコン基板上のフェロセン誘導
体 SAMについて，GaIn合金電極による電気特性評価
を行った．

　試料には 11－Ferrocenyl－1－undecanethiol SAM， 
6－Ferrocenyl－1－hexanethiol SAMおよび 1－Hexade-
canethiol SAM被覆 Si（111）基板を用いた．Si（111）基
板には高ドープ Si（比抵抗 0.001－0.004 Ω•cm）を用
いた.
　各種表面分析から各分子の固定化と SAM形成を示
した．電気特性評価において整流比率 r =|I（－1V）/ 
I（＋1V）|を用いて整流性を評価した結果，Fcの有無
が整流性に関わることが示唆された．

VUV光還元 graphene oxideの SPM分析
　グラフェンデバイスの実用化には，グラフェンの大
量生産及び固体基板への固定化プロセスの確立が不可
欠である．近年，酸化グラフェン（graphene oxide, 
GO）への還元プロセスにより電気特性を回復させた
酸化グラフェン還元体（rGO）の利用が検討されてい
る．当研究室では高真空環境における真空紫外（VUV）
光照射による GOの光還元を報告した．しかし，GO/
rGOはグラフェンに比べて複雑な構造を有するため，
プロセス確立には，実空間での直接構造解析が重要と
なる．本研究では，rGOの走査トンネル顕微鏡（STM）
を用いた表面形状観察，局所障壁高さ（local barrier 
height, LBH）計測を行った．
　改良 Hummers法を用いて作製した GO分散液を
Au（111）基板上に滴下・乾燥することで GO/Au基板
を得た．その後，作製した基板を高真空中（＜10－3 Pa）
にて VUV光照射することで，rGO/Au試料とした．
　STM像では rGOシート内に多数の凸部が確認され
た．凸部の直径は 20 nm程度であり，ラマン分光分
析から得られるドメインサイズと一致したことから，
局所面内構造を反映していると考えられる．LBH像
では rGO領域の仕事関数が Au表面より低いことに
加え，シート内で不均一であることが示唆された．
rGO/Au間の界面ダイポールや局所電子構造を反映し
ていると考えられる．

水素終端化シリコンと酸化グラフェンの
界面反応とその電子移動特性

　酸化グラフェン（GO）を還元した酸化グラフェン還
元体（rGO）はグラフェンと似た電気伝導やガスバリ
ア特性を持つ．本研究では GOを水素終端化シリコン
基板（H－Si）上に固定化・還元した rGO被覆 Si電極
の特性を調べた．
　H－Si表面に GO分散液をスピンコートすることで
GO/H-Si基板とした．本試料に窒素中で紫外光を照
射し，光還元した．各試料を用いて光電気化学測定を
行った．
　AFM像から厚み約 1.0 nmのシートを確認できた．
XPS測定から酸素含有基の存在を示した．以上より，
H－Si上への GOの固定化に成功した．GO/H－Siに
紫外光照射して光還元した rGO/H－Siを用いて光電
気化学測定を行った．1 stサイクルでの光水素発生電
流密度は各試料で同様だが，H－Siでは数サイクルで
減少するのに対して，rGO/H－Siでは 100サイクルで
はほとんど減少しないことがわかった．rGOによる
光電気化学特性の耐久性向上が示唆された．

教　授　杉村　博之
准教授　一井　　崇
助　教　宇都宮　徹

工学研究科　材料工学専攻

材料機能学講座
機能構築学分野
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研究室の現状

　博士課程学生 7名（内留学生 韓国，タイ，台湾か
ら各 1名），修士課程が10名（内留学生　インドネシ
ア 1名，タイ，シンガポールへ留学各 1名），学部学
生 6名．上記にスタッフ 4名を加えて総勢27名． 6，
7月にはタイから短期留学生が，10月からインドネシ
アから留学生が来る他，シンガポール，タイからも研
究者が短期滞在し，研究室内のセミナーも英語で行う
など，グローバルな環境の下，研究を行っている．

最近の研究から

　2016年 9月に学位を取得した Jordi Cravioto君の研
究について紹介する．
　本研究はメキシコの例を中心に，エネルギーの使用
と福祉の関係について国レベルと村落レベルの二つの
視点から調査し，まとめたもので主な成果は以下の通
りである．
1． 代表的な40カ国の福祉，エネルギー利用，環境影響
について包絡分析法（DEA）モデルを用いて比較
分析を行った．高度な発展と福祉の効率には気候，
文化，人口分布，ライフスタイルが影響しているこ
とを見出した．一方生産効率に関しては，ライフス

タイル以外には関係性を見出せなかった．メキシコ
に限定すると，経済の活性化は生産・発展・福祉の
いずれの項目においても効率を落とすことがわかっ
た．したがって，この後の効率改善のためには，余
暇時間の増加と仕事～余暇時間のバランスの改善が
重要であることがわかった．

2． メキシコにおける二地域でアンケート調査を行い，
6種類のエネルギー使用（ES）と生活満足度との
関係を分析した．その結果，いずれの所得層におい
ても，生活には輸送と温度調節が最も必要とされ，
続いて娯楽（特に中所得世帯），最後に照明，コミュ
ニケーションや食料保存であると分かった．中所得
世帯において ESと生活満足度に相関がみられた
が，他の所得者層においては顕著な相関はみられな
かった．

3． 上記の二地域でさらに詳細な項目について調査した
結果，エネルギー使用と幸福度との関係性において，
低所得世帯においては壁や床材に投資する，中所得
世帯ではエネルギー使用の効率化を図る，高所得者
世帯においては余暇時間の使い方などにより豊かな
生活をいかに楽しむかという観点から生活を見直す
ことが生活満足度の向上に貢献することが分かった．

教　　授　石原　慶一
准 教 授　奥村　英之
研 究 員　レオン　愛
技術職員　竹本　庸平

図1　 40カ国の一人当たり一次エネルギー消費量に対して，
DEAモデルで規格化した限界福祉レベルを示す．限界
主観的満足度は，むしろ近代的なエネルギーの利用が少
ない方が高いという結果を得た．

エネルギー科学研究科　エネルギー社会・環境科学専攻

社会エネルギー科学講座
エネルギー社会工学分野
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有機－無機ハイブリッド太陽電池の界面制御

　色素増感や有機薄膜などの有機太陽電池には，色素，
導電性ポリマー等の有機材料のみならず，金属酸化物
や金属硫化物等の無機材料が電子やホールの輸送層や
電荷収集用の部材に利用されており，有機材料と無機
材料の接合を巧みに工夫することが光電変換特性の効
果的な発現には必須である．当分野では，このような
複合材料の選択と界面設計及びその機能向上につい
て，基礎的な検討を行っている．例えば，有機―無機
ハイブリッド太陽電池における ZnOナノ粒子の表面
に分散材として色素を導入すると，導電性ポリマーと
の接合が改善して電荷分離効率が向上し，変換効率が
向上することや，ナノ粒子間の抵抗が効率低下に影響
を及ぼすことを示した．さらに，ガラスと紫外線カッ
トフィルターで封止したセルと未封止セルの耐久性を
JIS C8938の条件（1 sun, 63℃, 相対湿度 50 %）で対比
すると，未封止の方がより安定に 3日以上作動した．
一方，直径 4～6 nmの均質に分散した金属硫化物の
固溶体である Ag-In-Zn-S量子ドットを作製し，オレイ
ルアミンやピリジン等を分散剤として利用し，Ag及
び Inと Znとの組成比を変えることで価電子帯と伝
導帯の値が変化し，バンドギャップ調整が可能である
ことを示した．すなわち，有機―無機ハイブリッド太
陽電池を構成する各材料のエネルギーダイヤグラムに
合致するように，ある特定の波長を選択的に吸収する
量子ドットを適用し，量子収率増大と光電変換効率向
上を実現した．

中赤外自由電子レーザーによる格子振動の選択励起

　ワイドギャップ半導体を用いた個々のフォノンの選
択的励起による，特定の格子振動が及ぼす電子状態へ
の影響・相変化や電荷移動の積極的な制御の可能性を
模索する研究を継続中である．ウルツ鉱型の GaNに
おける特定の振動モードの選択的励起とその観測に成
功し，本年度はペロブスカイト型の無機および有機―
無機ハイブリッド化合物における同様の振動モード励
起と，特定フォノン励起による物性の発現メカニズム
の解明を目指した研究を行っている．波長可変な中赤
外自由電子レーザー KU-FEL（京都大学エネルギー理
工学研究所）によって光学的（非熱的）に直接的なフォ
ノン励起を行い，さらにアンチストークスラマン散乱
測定法を用いてフォノン選択励起を観測するととも
に，ハイパーラマン散乱，高次の過程の観測等により，
このフォノン分光法の適用範囲を拡げるべく模索中で
ある．

電界紡糸中空炭素ファイバーの作製

　炭素繊維は高強度の構造材やその導電性を活かした
電極等へ適用できる汎用性の高い材料である．当分野
では，二重ノズルを用いたポリメチルメタクリレート
（PMMA）とポリアクリロニトリル（PAN）の電界紡
糸により中空炭素ファイバーを作製した．すなわち，
電界紡糸用二重針の内側に PMMA溶液を入れ，外側
に PAN溶液を入れ，針とターゲット板との間に 15 kV
の電圧を印加して電界紡糸を行った．焼成によりコア
の PMMAが熱分解で除去され，シェルの PANが炭
化した中空構造が TEM観察で確認できた．また中空
化による比表面積の 1.7倍の増大（278 m2/g）も BET
法により確認した．

多糖を利用した色素の集積と不斉誘起

　ヒアルロン酸（HA）やキサンタンガム（XA）は，
多糖の一種である．HAは，D-グルクロン酸と N-アセ
チル D-グルコサミンの共重合体であり，XAは，D-グ
ルコースが 1,4結合した直鎖状骨格を主鎖とし，グル
クロン酸を含む 3糖の側鎖をもつ．HA及び XAは水
溶液中で左巻きらせん構造を形成することが知られて
いる．当分野では，これら多糖の規則的な構造を足場
として利用した機能性色素の集積化を行い，異方性や
円偏光二色性（CD）が誘起された集積化色素への新
しい機能の付与を検討している．すなわち，それ自身
はアキラルな物質であり，光増感剤や光記録材料とし
て広く使用されているシアニン色素に，HAや XAを
組み合わせ，分光スペクトル測定から不斉誘起を伴う
会合挙動を調べた．その結果，色素溶液に HAを添加
すると 650 nmの色素モノマーの吸収帯を示すピーク
が減少し，新たに 500 nm～850 nmにブロードな吸収
帯が出現した．すなわち，500 nm～600 nm付近の短
波長シフトは色素が HA上で H-会合体を形成し，
700 nm～850 nm付近の長波長シフトは色素が HA上
で J-会合体を形成していることがわかった．一方，
CDスペクトルでは，可視吸収スペクトルで見られた
新たな吸収帯を中心とした分裂型のコットン効果が観
測された．HAと同様のらせん構造を持ち，側鎖にグ
ルクロン酸を持つ XAと，ランダムコイル構造を持つ
ポリアクリル酸の場合は，色素の H-会合体及び J-会
合体を示唆する可視吸収スペクトルの変化は見られた
ものの，CDスペクトルは誘起されなかった．したがっ
て，HA共在下で集積化色素が示すキラリティーは，
HAのらせん構造に誘起されており，とりわけ主鎖に
グルクロン酸をもつことの重要性が示された．

教　授　佐川　　尚
准教授　蜂谷　　寛

エネルギー科学研究科　エネルギー基礎科学専攻

エネルギー反応学講座
量子エネルギープロセス分野
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有機溶媒浴からのアルミニウムめっき

　アルミニウムの製膜技術として，有機溶媒浴からの
アルミニウム電析について研究を行っている．アルミ
ニウムは，水溶液からは電析できないが，有機溶媒，
無機溶融塩，イオン液体といった非水溶媒を電解浴と
して用いることで電析が可能である．当研究室では，
これまで，分子性有機溶媒であるジメチルスルホンを
用いたアルミニウム電析について研究を行い，110℃
程度の低温で，緻密で平滑なアルミニウム膜を電析す
る条件を確立するとともに，光沢アルミニウムめっき
被膜およびポーラスアルミニウム層の形成にも成功し
ている．
　また，イオン液体浴を用い，アルミニウム-タング
ステン合金の電析にも取り組んでいる．1-エチル-3-メ
チルイミダゾリウムクロリド・塩化アルミニウムイオ
ン液体を基本浴とし，タングステンイオン源として，
＋II価のタングステン塩を用いることで，高タングス
テン濃度のアルミニウム-タングステン合金からなる
緻密な電析膜が得られることを明らかにした．これら
の電析膜は高い耐食性を有しているだけでなく，高硬
度・低ヤング率の機械的特性を有しており，優れた耐
摩耗性も期待できる．

水溶液プロセスによる半導体製膜

　化学浴析出法に代表される水溶液中での化学反応を
利用した各種半導体材料の製造プロセスの開発を行っ
ている．常温・常圧下で行われる水溶液プロセスは，
低エネルギー消費型のプロセスと言える．基板上に溶
液を定常的に供給しながら基板のみを加熱することが
できる反応装置（フローリアクター）を用い，反応溶
液の濃度，pHおよび供給速度を精密に制御すること
で，高品質な半導体膜の形成を目指している．
　ZnOは約 3.4 eVのバンドギャップを持ち，励起子
束縛エネルギーが大きいため，光学素子への応用が期
待されている．そこで，ZnOの温度による溶解度差
を利用した水溶液プロセスによって p型 GaN基板上
へのヘテロエピタキシャル成長を試みた．反応溶液の
pH，添加剤濃度，GaN基板の表面状態を制御するこ
とで，GaN基板上へエピタキシャル成長した緻密な
ZnO膜を得られることが明らかとなった．得られた，
ZnO膜は n型伝導性を示し，p型 GaN基板との接合
で整流特性を示した．

ミスト CVD法による薄膜成長

　溶液を原料としながらも気相成長と同様の成長が可
能なミスト CVD法による半導体材料の製膜にも取り
組んでいる．この方法は，金属原料を含む有機化合物
の水溶液やアルコール溶液を超音波によって霧状に
し，加熱された反応炉内における熱分解反応によって
製膜を行うものである．このミスト CVD法を用いて，
レアメタルや毒性元素を用いない次世代の太陽電池の
光吸収層の成長に取り組んできた．
　このミスト CVD法を，これまでの酸化物・硫化物
薄膜から，金属単体の膜へと応用展開することを試み
た．前駆体材料と原料溶液条件・成長条件を検討した
結果，大気圧においても，Cuや Niの薄膜成長を実現
した．Ni薄膜は，成長条件によって，結晶構造を，
安定な面心立方構造，準安定な六方最密構造それぞれ
に制御可能であることを明らかにし，それぞれの Ni

薄膜の磁気特性についても評価した．

三次元フォトニック結晶の作製

　フォトニック結晶は，内部に屈折率の周期的分布を
もつ人工結晶で，光の伝搬や発生を自在に制御できる
可能性をもつ新しい光材料である．オプトエレクトロ
ニクス・デバイスへの応用を目指し，光学特性だけで
なく，電気的特性にも優れたフォトニック結晶を得る
作製プロセスの開発に取り組んでいる．その作製法の
一つとして，コロイド結晶をテンプレートとして用い，
この空隙を ZnOで充填した後，テンプレートを溶解
除去することで，コロイド結晶の反転構造をもつ
ZnOからなる三次元フォトニック結晶を得るプロセ
スの開発を行っている．

教　授　平藤　哲司
准教授　三宅　正男
助　教　池之上卓己

図　 コロイド結晶を用いた三次元フォトニック結晶
の作製イメージと電子顕微鏡画像

エネルギー科学研究科　エネルギー応用科学専攻

エネルギー材料学講座
材料プロセス科学分野
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蛍石代替材料としての天然鉱石 Nepheline syenite
の熱化学的特性

1.  緒言
　製鋼工程における脱リンプロセスで起こる反応は以
下の式で表すことができる．

　2［P］Fe＋5（FeO）slag＋3（CaO）＝（Ca3P2O8）slag＋5｛Fe｝
　………（1）

　フラックスとして用いられてきた蛍石 CaF2は，液
体スラグへの固体 CaOの溶融促進・スラグ粘性の低
下・スラグ中の FeO活量を高い状態で保つなど，上
記の脱リン反応を促進させる効果を持っているが，環
境への負荷が大きいため近年は使用されていない．
　本研究では蛍石の代替材料として天然鉱石 Nephe-
line syenite（以降 Nsと表記）を提案，Nsの熱化学
的特性として「CaO溶融効果」および「CaO-Ns-FexO
三元系スラグにおける FexO活量に及ぼす Ns添加の
効果」を調査し，蛍石と比較した．なお，Nsは CaF2

と同程度にスラグの粘性を低下させる能力を持つこと
が報告されている．
　Nepheline syeniteはカナダなどで産出し，アルカリ
成分（Na2O, K2O）を比較的多く含む深成岩である．主
な成分は SiO2, Al2O3, Na2O, K2Oであり，Fe, Mg, Mn
などの酸化物が微量含まれている．本研究で使用した
Nsの組成は，SiO2：Al2O3：Na2O：K2O＝69.8：15.8： 
10.9：3.4（at %）である．
2.  実験 I：CaO溶融効果
　本実験では Nsの CaO溶融効果の指標として CaO-
Ns擬二元系の均一液相領域を調査した．CaOと Ns
の混合物を大気下，一定温度で相平衡させた後急冷し，
粉末 X線回折に供して相同定を行った．
　結果を Fig.1に示す．○は均一液相，●は固相もし
くは固液共存であったことを表し，均一液相領域を判
定した．図中には CaO-CaF2二元系の均一液相領域も
併せて示した．Fig.1より CaO-Ns系の均一液相領域
は CaO-CaF2のものよりも広く，Nsは高い CaO溶融
効果を持つことが示唆された．
3.  実験 II：スラグ中の FexO活量測定
　本実験では純鉄製るつぼに Ns, CaO, FeOの各粉末
を装入し Arガス不活性雰囲気下 1673 Kで平衡させ
た．るつぼ内の系の平衡反応式は（2）式で与えられる．

　x〈Fe〉＋（1/2）（O2）＝（FexO）slag　 ………（2）

スラグ中の FexO活量 aFexOは，純粋固体 Feと純粋液

体 FexOの平衡酸素分圧 PO2
°，酸素センサにより測定

した系の平衡酸素分圧 PO2
を用いて（3）式から算出で

きる．さらに aFexOと FexO濃度 XFexOから FexOの活量
係数γFexOを得た．

　aFexO＝［PO2
 / PO2

°］1/2　 ………（3）
　γFexO＝aFexO / XFexO　 ………（4）

γFexOと CaOに対する Nsの置換率との関係を Fig.2に
示す．CaO-CaF2-FexO系の文献値も併せて示した．
Nsを使用した場合，γFexOは置換率 0.5付近で極大値
をとることが読み取れる．これは，一般的に塩基性酸
化物-酸性酸化物-FexO系において塩基度の変化に対し
てγFexOが極大値をもつという傾向に整合していた．
Fig.3より Nsは CaF2よりも，スラグ中のγFexOを高く
保つ効果を有することが示唆された．

准教授　長谷川将克

図1　 CaO-Nepheline syenite擬二元系と 
CaO-CaF2二元系での均一液相領域の比較

図2　FexOの活量係数と置換率の関係

エネルギー科学研究科　エネルギー応用科学専攻

エネルギー材料学講座
プロセス熱化学分野
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圧延再結晶集合組織金属テープへの希土類系酸化物
超伝導物質のエピタキシャル成長技術

　層状構造を有する希土類系酸化物超伝導物質は安価
な液体窒素（沸点：77 K）の冷却で電気抵抗ゼロの状
態が得られる画期的な物質であり，その実用化が望ま
れている．しかし，実用的レベルのゼロ抵抗電流を流
すことのできる電線を作製するためには，その結晶方
位を電線全長に渡って単結晶的に揃える（ 2軸配向さ
せる）必要がある．当研究室は，｛100｝〈001〉集合組織
を有する FCC金属テープや｛110｝〈001〉集合組織を有
する珪素鋼板をテンプレート基材として使用する超伝
導線を世界に先駆けて提唱し，低コスト超伝導線の研
究開発を先導している．本稿では，大幅な低価格化を
実現できる可能性をもつ｛110｝〈001〉集合組織を有する
珪素鋼板を用いた高温超伝導線の研究開発の進捗につ
いて述べる．
　現在，さらに配向性の高い珪素鋼板を用いた基材上
での中間層形成について取り組んでいる．図 1に高配
向性｛110｝〈001〉集合組織珪素鋼板上に作製した CeO2 / 
（Zr1－xCax）O2膜の（Zr1－xCax）O2層の｛111｝極点図を示す．
望ましい方位（（100）CSZ//（110）Feかつ［110］CSZ//［001］Fe）
に成長した 2軸配向粒由来の 4回対称性のスポットが
得られた．この結果より，高配向電磁鋼板上で CSZ
薄膜が望ましい方向に高い配向度で 2軸配向している
ことが確認できた．しかし，（Zr1－xCax）O2層上に CeO2

を成長させると中間層が剥離する問題が起こってい
る．組織観察から，珪素鋼板中に含まれる Siが酸化
した層が珪素鋼板表面に形成されることがわかってお
り，この課題を解決する必要がある．

磁場を用いた希土類系酸化物超伝導物質の
三次元結晶配列技術

　多くの機能性材料ではその特性が結晶方位に強く依
存するため，結晶方位制御を適切に行うことによって
機能性の飛躍的向上が期待できる．しかし，バルク単
結晶，薄膜単結晶などの作製で用いられるエピタキ
シャル成長技術以外の結晶方位を揃える技術はあまり
ない．当研究室では新しい結晶配向制御法である変調
磁場を使った「 2軸結晶配向」に関する研究にも取り
組んでいる．
　変調磁場の一つである間欠回転磁場は，180度ごと
に静止と回転を繰り返す磁場である．静止工程で磁化
容易軸が，回転工程で磁化困難軸が配向し 2軸が固定
されることで，結果的に 3結晶軸を揃えた結晶配列が

室温・非真空環境で実現する．また，永久磁石の 100
～1000倍の磁力を発生する10テスラ級超伝導電磁石
を用いることで，通常非磁性と呼ばれる弱磁性物質も
対象物質となる．
　双晶構造をもち磁場配向に不利とされる実用希土類
（RE）系高温超伝導物質である REBa2Cu3O7相につい
て，これらの粉末をエポキシ樹脂中に分散させ，室温
で10テスラの変調磁場下で配向させた粉末配向体試料
から決定した磁化軸の関係を表 1に示す．まず，双晶
を含み結晶粒レベルでの磁気異方性が消失する可能性
のある結晶粒子でも 2軸結晶配向が実現できることが
わかった．しかし，表に示すように RE種の違いによっ
て磁場印加方向に対する配向軸が異なる．RE種によ
る磁気異方性の違いを明らかにするとともに，高温超
伝導線材の新しい製造プロセスの確立に向けて研究開
発を進める予定である．また，磁場配向法は室温で結
晶配列を実現できる比較的簡便な技術であることか
ら，機能性材料全般に広く展開していくことも検討し
ている．

教　授　土井　俊哉
准教授　堀井　　滋

図1　 CeO2/（Zr1－xCax）O2/珪素鋼板の（Zr1－xCax）O2層の
｛111｝極点図面組織．

表1　REBa2Cu3O7相の磁化軸．

エネルギー科学研究科　エネルギー応用科学専攻

エネルギー材料学講座
エネルギー応用基礎学分野
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　６月４日（土）に平成28年度水曜会大会が開催されました．京都大学本部構内の工学部物理系校舎にて

午前に研究室紹介のポスター展示，午後から懇親会，総会，特別講演会が行われました．今回は学生の参

加も多数あり，約90名の方々にご参加いただきました．

　工学部物理系校舎２階廊下にて各研究室紹介のポスター展示と質疑応答が約１時間行われた後，同校舎

214・215セミナー室にて懇親会が開催されました．宇田哲也教授の司会のもとで，石原慶一会長の挨

拶の後，村上陽一郎先生に乾杯のご発声をいただきました．しばらく歓談の時間が続いた後に，新任・昇

任教員からの自己紹介もあり，和気藹々とした雰囲気の中，石田毅教授の閉会の辞とともに盛会のうちに

お開きとなりました．その後，物理系校舎の前で記念撮影が行われました．

　総会は，315講義室に会場を移して行われました．まず，宅田裕彦教授の司会のもと石原慶一会長より

平成27年度の事業報告がありました．次に，会計幹事の宇田哲也教授による会計報告，また会計監事の

邑瀬邦明教授からの監査報告がなされ，いずれも承認されました．続いて次期役員推挙により，新会長に

石田毅教授が選出された後，新会長が挨拶され，抱負などを述べられました．その後，同会場で以下２件

の特別講演が行われました．

　　「海底熱水鉱床の探査と開発に向けた取り組み」
　　　　　独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構　理事　辻本　崇史　氏

　　「神戸製鋼グループの中期経営計画と技術開発」
　　　　　株式会社 神戸製鋼所　代表取締役副社長　尾上　善則　氏

　来年度は，平成29年６月３日（土）に京都大学工学部物理系校舎にて開催される予定です．奮ってのご

参加をお待ちしております．

平　成　28　年　度　水　曜　会　大　会
●日　時　平成28年 6 月 4 日（土）　11：00～17：00
●会　場　京都大学吉田キャンパス工学部物理系校舎
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平成27年度水曜会会計報告
平成28年 3月31日現在

（単位：円）

収　　　　　入 支　　　　　出

前年度繰越金� 3,847,162

会　　　費� 4,232,000

会誌広告掲載料（製版代込）
　　24巻 8号� 924,680

名 簿 売 上� 45,500

会 誌 売 上� 8,308

水曜会大会懇親会費� 192,000

預 金 利 息（24＋916）� 940

物理工学科同窓会� 60,363

寄　　　付� 10,000

会誌印刷代（製版・封筒・郵送料込）
　　24巻 8号 1,373,282

水曜会大会経費（27年 6月 8日） 1,028,040

名簿代金返戻 3,500

編集委員会経費（ホームページ代含む） 106,272

会誌原稿料 20,000

通　信　費
　（切手，後納郵便料，振込手数料） 134,928

事務人件費 1,015,000

PC・プリンタ・封筒・文具代等 3,675

物理工学科同窓会学生会費京機会に返金 2,500

小　　　　　計� 3,687,197

次年度への繰越金 5,633,756

　内訳　銀行普通預金 3,100,056

　　　　銀行定期預金 2,500,000

　　　　郵便振替預金 14,360

　　　　手 持 現 金 19,340

収　入　合　計� 9,320,953 支　出　合　計� 9,320,953

上記の通り会計報告いたします．
　　　　平成28年 6月 4日
　　　　　会　計　幹　事　　　宇　田　哲　也

以上の通り相違ございません．
　　　　　会計監事（監査）　　　邑　瀬　邦　明
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　白井泰治先生は，昭和49年 3月京都大学工学部金属
加工学科をご卒業後，京都大学大学院工学研究科修士
課程金属加工学専攻を経て，同54年 3月京都大学大学
院工学研究科博士課程金属加工学専攻を単位修得退学
されました．京都大学工学部研究生，日本学術振興会
奨励研究員を経て，昭和57年 4月京都大学工学部助手
として着任されました．昭和59年 1月には京都大学よ
り工学博士の学位を授与されておられます．昭和60年
5月から昭和61年10月まで文部省在外研究員としてド
イツのマックスプランク研究所に客員研究員として赴
任され，格子欠陥研究で著名な Seeger教授の下で研
究をされました．
　平成 2年 6月京都大学工学部助教授に昇任され，同
8年 2月大阪大学工学部教授に昇任され，工学部材料
物性工学科材料組織学講座をご担当になりました．そ
の後，大学院重点化に伴い平成10年 4月材料機能学講
座を担当され，同15年 4月大阪大学大学院工学研究科
附属原子分子イオン制御理工学センターに配置換えと
なり極限微小構造研究部門を担当されました．同16年
4月からは同センター長も務められました．平成20年

3月に大阪大学を退職されたのち，同年 4月京都大学
大学院工学研究科教授に着任され，工学研究科材料工
学専攻材料プロセス工学講座をご担当されてきました．
　この間永年にわたって学生の教育と研究者の指導に
あたり，多くの人材を育成してこられました．学内に
おいては，平成22年 4月より同24年 3月まで学生部委
員会委員，平成24年 4月より同26年 3月まで京都大学
評議員ならびに京都大学工学研究科副研究科長を務め
られました．また，学外においては，Acta Materialia，
Scripta Materialia誌副編集長，日本物理学会領域代表，
日本金属学会副会長，Material Transaction誌編集委
員長，日本陽電子科学会会長などの役員を歴任され，
各学会の運営にご尽力されました．さらに，平成28年
4月からは日本金属学会会長を務められておられま
す．海外においても多くの国際会議にわが国の代表と
して出席され，特に，陽電子消滅国際会議の日本代表
委員を務められ，平成26年 9月の「陽電子消滅による
格子欠陥研究国際会議（PSD-14）」においては組織委
員長として会議を主宰されました．
　先生はこれまで35年間にわたり，材料物性学に関し

会　　　報

京都大学大学院工学研究科教授　白井泰治先生は定年退職されました．

白井泰治先生の御略歴



1098 会　　　　　報

て多くの業績を挙げておられます．特に，陽電子をプ
ローブとして用い，多くの純金属，合金，金属間化合
物，半導体，金属酸化物中の格子欠陥，特に固体中の
原子移動を支配する原子空孔とその挙動を広範かつ系
統的に明らかにしてこられました．金属間化合物にお
ける化学量論組成からのずれによる原子空孔形成は一
部の B2型金属間化合物に限られること，また， 2価
の金属酸化物に 3価の金属元素を添加することによる
原子空孔形成の実験的実証などは，先生が世界に先駆
けて明らかにされた成果の一部です．
　多くの物質・材料中の原子空孔とその集合体の挙動
を明らかにする一方，先生は既知の原子空孔形成機構
では説明できない多くの事例を発見されました．例え
ば，代表的な水素吸蔵合金である LaNi5において，常温
で水素を吸蔵させるだけで極めて高濃度の原子空孔が
形成されることを発見されました．さらに，規則・不
規則変態，時効析出，内部酸化においても未知の原子
空孔形成現象を発見され，これらすべてを包括的に説
明する新たな機構として，一次の固相－固相変態に伴
う内部歪を緩和するために原子空孔が形成されるとす
る「相変態誘起空孔」という新概念を提唱されました．
　さらに，先生は新しい陽電子消滅計測装置の開発に
も積極的に取り組まれました．特に，線源を隔離した
状態で安全に物質中の陽電子寿命の高温その場測定を
可能にするβ＋－γ同時計測陽電子寿命測定装置を開
発され，また，従来のシンチレータと光電子増倍管の
組み合わせではなく，アバランシェフォトダイオード
による陽電子の検出に世界で初めて成功され，陽電子
寿命計測装置の劇的な小型化・軽量化を実現されまし
た．これを応用した携帯型の陽電子寿命計測装置は，
材料の疲労等による経年劣化を現地でその場計測し余
寿命診断する非破壊検査装置として，国内外の企業や
研究機関から大きな注目を集めています．
　以上のように白井泰治先生は，材料における格子欠
陥研究，特に陽電子を用いた材料中の原子空孔研究に
おいて先駆的な研究を実施されて多くの業績を挙げて
来られただけでなく，その研究分野の発展に指導的役
割を果たしてこられました．
　これまでの先生のご指導に厚く感謝申し上げますと
ともに，先生が今後もご健勝で益々ご活躍されますこ
とを心よりお祈り申し上げます．
 野瀬嘉太郎
 （ナノ構造学分野　准教授　平成10年卒）

白井先生のご退職に寄せて
～昭和の終わりの頃の白井先生との思い出～

 渡　部　浩　三
　私が白井先生に初めてお会いしたのは，今から30年前

の1986年です．学部 4回生から修士課程を終え就職す
るまで，当時30歳台半ばの先生に直接にご指導いただ
く機会を得た幸運を，当時以上に今も感謝しています．
　研究室紹介で初めて目にした「陽電子消滅法による
格子欠陥の研究」という言葉に惹かれ，希望叶って 4
回生で配属された結晶塑性学教室でしたが，助教授の
古川先生が体調を崩され療養中，白井先生はドイツで
研究中，研究室に普段いらっしゃる教官はもう一人の
助手でいらっしゃった中村先生のみ，学生は修士課程
に 4名， 4回生が 4名の計 8名という状況でした．陽
電子寿命測定を使った研究を一人で続けられていた
M2の先輩から，基本的な実験手順を早く習得するよ
うに言われ，時計台を挟んで反対側にあった研究室と
PALの実験室（今も残る由緒あるレンガ造りの建屋
ですが，当時は近寄る人も少なくお化け屋敷のようで
した．）を毎日何度も往復して実験を進め， 1日かけ
てたまったデータは磁気テープを介して本部構内の北
西隅にあった計算機センターで読み込ませ，音響カプ
ラで繋いだ研究室の端末で計算解析して得た陽電子寿
命を，グラフに一点書き加える，という日々に少しの
慣れと退屈を感じ始めた頃に，ドイツから帰国された
白井先生にお会いし，漠然と抱いていた将来への不安
を一掃したことを覚えています．
　それ以来，陽電子寿命測定装置の性能向上，高温熱
平衡装置と試料の作成，金属間化合物中の欠陥評価へ
の適用と，矢継ぎ早にアイデアを出し実行に移される
先生に，ついていくのが精いっぱいでしたが，新しい
結果を次々と得られる実験の面白さを味わうととも
に，基本的な発想や情報を学生に与えられた後は，な
るべく学生にまかせる先生のスタイルのおかげで色々
な経験をさせていただきました．また，贅沢なことに，
4回生の卒論は 1対 1の個別指導でした．当時はワー
プロや PCは高価で学生の手に届かず，万年筆で手書
きした原稿を先生に見ていただくと真っ赤になるほど
朱が入り，修正清書して提出するとまた朱が入りを何
度も繰り返して，正直なところ，泣きたくなるような
思いをしたことを覚えていますが，本当はいつまで
経っても良くならない文章を書く学生に，先生のほう
が泣きたかったかもしれません．私にとっては，第三
者に，正確に，簡潔に，論理的に，物事を伝える難し
さを思い知った最初の出来事であり，今でも話したり
書いたりするときの私の意識は当時の先生のご指導が
根底にあると思っています．
　振り返れば，先生にご指導いただいた色々なことが，
その後のエンジニアとしての私の基礎になっているこ
とに今更ながら気づく次第であり，あらためて，これ
までの先生のご指導に厚く感謝申し上げます．
　今後の一層のご活躍とご健康をお祈りするととも
に，引き続きご指導を賜りますよう，よろしくお願い
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いたします．
 （ルネサスエレクトロニクス株式会社　昭和62年卒）

白井先生のご退職に寄せて

 坂　村　　　勝
　私がいまだに金属関連の仕事で飯を食べさせて頂い
ているのは正に白井先生のおかげです．
　私と白井先生との出会いは平成元年に遡ります．平
成元年に山口正治教授の研究室に配属になり，経緯は
よく覚えておりませんが，当時山口研究室の助教授を
されていた白井先生のもとで陽電子の研究をさせて頂
くことになりました．四回生の卒業研究では銅亜鉛合
金の陽電子寿命測定をさせて頂き，不可思議な現象を
解明していくという “研究者の何たるか？” を教えて
頂きました．
縁があってか，修士課程でも白井先生のもとで陽電子
の研究を引き続きさせて頂くことになりました．四回
生までの私はごくごく普通の真面目な学生でしたが，
修士の一回生のときに山口研究室の “悪い先輩たち”
とともにイベントサークルを企画し，関西のいろんな
女子大にイベント案内のびらを配りに行き，パーティ
を企画したり，合コンをしたりと，今から振り返ると，
とんでもない学生生活を送るようになっていました．
こんなことをしておりましたので，非常に温和な白井
先生をついに切れさせてしましました．“お前，M3
するか？”，“生きているうちに頭使えよ” ということ
をよく言われたように記憶しております．しかし，こ
んな私でも白井先生のお陰で何とか修士を 2年で卒業
させて頂き，現在も現職場で接合関係の仕事をさせて
頂いています．また，こんな私も現在は二児の親とな
り，いつも小学校の宿題を全くしない愚息，愚女に “お
前ら生きているうちに頭使えよ” という言葉を連発す
るようになっています．
　白井先生がよくおっしゃられていた言葉に“世の中，
しょうもない論文が多すぎる．しょうもない論文書く
時間があったら世の中の役に立つことをせい” という
のがありました．この言葉を従順に守ったわけでもな
いのですが，試験研究機関（広島県立総合技術研究所）
に勤務しているにも関わらず，ほんの 5年くらい前ま
で，学術論文なるものを書いたことがありませんでし
た．しかし，ひょんなことからアルミ合金と鋼の新し
い接合法 “摩擦アンカー接合” を考案し，その内容を
学術論文にまとめることになり，この論文で大阪大学
より博士（工学）の学位を頂くことができました．ま
た，この論文を見て，いろんなメーカーから問い合わ
せが来るようにもなりました．白井先生の当時のお言
葉に反するようですが，“しょうもない論文”でも書か
ないよりはましなのかな？と感じる今日この頃です．

　前述のとおり，学生時代はあまり実験をしておりま
せんでしたが，今でもよく覚えている出来事に “ゲル
マニウム事件” があります．当時，陽電子の線源とし
ては Na22を用いておりましたが，私が修士の 2回生
の時に Ge68を線源として用いることを白井先生が提
案されました．Na22も Ge68も塩化物水溶液の形で
購入しますが，Na22については，水分を蒸発させれ
ば NaClの固体として固定できます．そこで，Ge68
も同様に水分を蒸発させて固定しようと考えたのです
が，加熱をしてみてびっくり，全てが蒸発してなくなっ
てしまったのです．よくよく調べると，GeCl4は非常
に揮発性の高い液体であることが分かったのです．実
験を行っていた RIセンターで，休日返上で白井先生
と一緒に壁，天井，床の清掃を行いました．事前に調
べていればこんなことにはならなかったのですが…．
今ではいい思い出です．
　RIセンターでは線源の作製等をよく行っていまし
たが，今から30年ほど前，当たり前のように土曜日も
作業を行っていました．当時，学生だけで作業するこ
とも多々あったのですが，土曜日の午後によく白井先
生が，当時まだ幼かったお嬢さん 3人を車に乗せて
RIセンターに来られていたのが昨日のように思い出
されます．前述のとおり，私にも現在， 2人の子ども
がおりますが，休日出勤の際にはよく職場に子どもを
連れて行ったりしています．この歳になって，ようや
く研究者の前に父親であることを大事にされていた白
井先生の大変さが分かったような気がしています．
　冒頭にも書かせて頂きしたが，白井先生が，ほとん
ど実験もしなかった私を温かく見守って下さったおか
げで，この歳になっても金属関係の仕事をさせて頂い
ています．今は少しでも世の中の技術の発展に貢献で
きればと思っております．白井先生も，まだまだお元
気ですので，今後とも，ご健勝でご活躍されることを
心よりお祈り申し上げます．
 （広島県立総合技術研究所　平成 2年卒）

白井泰治先生のご退職に寄せて

 松　田　和　博
　私が白井先生に初めてお会いしたのは，平成 6年
（1994年），私が学部 4回生の時でした．その後，大学
院修士課程も含め 3年間，白井先生には大変お世話に
なりました．当時，白井先生は，京都大学工学部金属
加工学科の結晶物性工学研究室で助教授を務められて
いました．陽電子消滅法という言葉を私自身初めて耳
にした時は，反物質と材料物性とがどのように結びつ
くのか，想像もつきませんでした．研究室に所属し，
陽電子利用の一例として寿命測定法の説明を受け，材
料中に導入された陽電子が格子欠陥に捕獲されると，
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電子との対消滅までの寿命が長くなることを聞き，大
変興味深く感じたことを覚えています．実際に自分の
実験が始まると，それまで，物を相手にして手を動か
すことなどまともにしてこなかった自分にとって，難
しく感じることが相当ありました．金属間化合物にお
ける陽電子寿命測定がテーマでしたが，なかなか実験
が思うように進まず，白井先生に数多くの助言を頂い
たことを覚えています．また，先生に直接助けて頂い
たこともありました．ある時，私の試料セット時の不
手際で，寿命測定用の密封陽電子線源を損傷させてし
まい，線源を再作製して頂いたことがありました．先
生は，二枚の Ni箔で 22NaClを挟んで線源を作製する
作業（22NaCl水溶液の入ったアンプルからスポイトで
溶液を抽出し，予めニスを塗布した箔の上に滴下して
蒸発乾固させ，さらに箔どうしを圧着する）を極めて
精巧になされ，その際の作業の様子に非常に感銘を受
けたことを覚えています．先生は，予め矩形に切った
Ni箔のバリの向きや反り具合を緻密に把握し，乾燥
や張り合わせ時にはこの反り具合に注意してなどと言
いながら，箔の癖を読み，巧みに線源を作製されまし
た．その手際の良さは圧巻で，先生の観察眼の鋭さと
実験のセンスを感じた瞬間でした．
　その他，実験で先生に助けて頂いたことは数知れず，
この紙面では語り尽くせませんが，一方で，先生は，
学生が自ら考えて実験を進めることを重視されてい
て，学生が装置を触れる自由度は相当高かったように
思います．寿命測定では，放射線計測用の各種モジュー
ルを組み合わせて，陽電子生成時のガンマ線と消滅時
のガンマ線の時間間隔を測定していました．私は，要
領が悪くて装置調整に手間取ることが多く，それだけ
でかなりの時間を要していましたが，同期の岡本明 
君（現　大阪産業技術総合研究所）に手助けしてもら
いながら，計測器のマニュアルと日々格闘しつつ，寿
命測定をしていたことを覚えています．修士課程の途
中で，新しい実験場所（工学部 RI実験棟）への装置
の引っ越しをした際にも，装置の再組み上げが必要に
なりましたが，装置調整に手間取った自らの経験が役
に立ちました．今思い起こしてみると，白井先生にそ
のような機会を与えて頂き，大変有意義であったと感
じています．スペクトロスコピーという言葉を，具体
的な体験を通じてインプットできたのも先生のご指導
あってのことでした．
　さらに，先生のもとで，初めて出張実験という経験
を得ることができたのも有意義でした．外部の施設で，
試料に電子線照射やプロトン照射をして，照射損傷を
導入し，それを実験室に持ち返って寿命測定をしてい
ました．出張先で想定される作業や測定のイメージを
予め思い描き，実験器具等を準備していく作業，実験
先でのセットアップ作業と測定，さらに限られたマシ

ンタイムの中で如何に最大限の有用なデータ取得を行
うか等々，現場で考えさせられることが多々ありまし
た．予想外の事態なども生じることが多々ありました
が，何事も自ら考えて行うことを重視されていた白井
先生は，そのような状況でも独自のアイディアを出さ
れて問題解決を図られていました．私自身，現在，物
性科学に携わっており，出張実験も行っておりますが，
当時の経験は，今の私にとって貴重なものとなってい
ます．
　最後になりますが，白井先生には，学部，修士を通
じて，研究に対する姿勢や考え方など，多くのことを
教えて頂きました．お礼申し上げます．白井先生のま
すますのご健勝とご活躍をお祈りしつつ，お祝いの言
葉とさせて頂きます．
 （京都大学理学研究科　平成 7年卒）

白井泰治教授の退職に寄せて

 杉　田　一　樹
　この度はご定年退職誠におめでとうございます．一
つの大きな節目をスタッフとして共に迎えることが出
来たことを大変喜ばしく思います．私は大阪大学の出
身なのですが，2001年の学部 4年生の研究室配属の時
に，既に大阪大学で教授を務められていました白井泰
治先生の研究室への配属を志望し，配属されたのが，
先生との最初の出会いでした．当時は「陽電子消滅法」
という特殊な手法に惹かれた，というごく単純な動機
からでしたが，それ以来，大阪大学での修士課程，博
士課程での研究や京都大学での助教としての勤務を通
じて，実に15年もの長きにわたり，先生の研究指導を
いただくことができました．その過程での陽電子消滅
法を用いた基礎から応用にわたる幅広い研究の経験は
私にとってかけがえのない財産となっています．
　先生にはプライベートにおいても大変お世話になり
ました．先生は大変ビールがお好きで，お酒をよくご
馳走になりました．普段の公式な場での飲み会では見
ることのできない，ジョッキの底に穴が空いていると
称される飲み振りにはいつも驚かされていました．ま
た，人生の伴侶との出会いも白井研究室での人との繋
がりがもたらしたものでした．私たちの結婚式では多
くの白井研究室関係者に祝っていただくことができた
ことは一生の思い出です．お蔭様で日々健康に楽しく
過ごすことができています．
　これまで公私にわたりご指導いただきましたこと
を，この場を借りて改めて御礼申し上げます．今後と
も陽電子研究，材料研究の更なる発展に向けて益々ご
活躍されますことをお祈り申し上げます．
　　　　　（大阪大学大学院工学研究科附属
 アトミックデザイン研究センター　助教）
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平成 28年度水曜会後援ソフトボール大会

●日時　平成28年 5月～ 6月（土）
●会場　京都御苑今出川グラウンド
　今年度のソフトボール大会は，水曜会から後援して
頂けるということで例年よりも盛り上がる大会となり
ました．また，各研究室のチームだけではなく教員チー
ムが結成されました．大会結果は以下の通りになりま
した．

　以上の結果より，優勝杉村研，準優勝ナノ研酒井研
合同チーム， 3位教員チームとなりました．優勝者の
杉村研チームは経験者も多く，準決勝で対戦された宇
田哲也教授は「高校球児並みの強さだ」とおっしゃっ
ていました．

　表彰式は工学部物理系校舎にて行われました．石原
慶一教授と河合潤教授から杉村研チームへと優勝トロ
フィーの授与が行われました．その後，集合写真を撮
影しました．
　秋にはフットサル大会もあり，こちらの大会も水曜
会様に後援して頂けるようです．こちらの大会にも教
員チームは参加されるのか，今から楽しみです．
 （仲井雄哉　記）

優勝した杉村研チーム 決勝戦で戦ったナノ研酒井研チーム

優勝トロフィー
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平成 28年度　京土会・水曜会新入生歓迎行事報告

　平成28年 8月 3日に，地球工学科行事である 1回生
桂キャンパス訪問終了後の 16：30より平成28年度京土
会・水曜会新入生歓迎行事を開催した．まず，桂キャ
ンパス Cクラスターにある C1棟 1階の大講義室にお
いて，今年度京土会会長の細田　尚 教授（都市社会
工学専攻，土木工学コース）が歓迎行事開会の挨拶を
され，現在各方面でご活躍の京土会会員の紹介を交え
て大学同窓会の有用性についてお話しされた．つづい
て，若手教員からのメッセージとして，松本理佐助教
（都市社会工学専攻，土木工学コース），浅田安廣助教
（都市環境工学専攻，環境工学コース），武川順一助教
（社会基盤工学専攻，資源工学コース）の 3名が各コー
スの若手教員を代表して，それぞれが地球工学科およ
び現在所属のコースを目指した動機について話して頂
くとともに，学生時代の生活，現在取り組まれている
研究の面白さやその醍醐味について紹介して頂いた．
それぞれ15分程度のお話しであったが，率直で強い
メッセージが発せられ，参加した新入生には良い刺激
になったと思われる．

　次に，C1棟 3階の人融ホールに場所を移し，17：30

から 18：30まで新入生と教員および大学院生との交流
会が行われた．交流会では，まず今年度水曜会会長の
石田　毅 教授（社会基盤工学専攻，資源工学コース）
が交流会開会の挨拶をされ（写真 1），水曜会の名称の
由来と水曜会を構成する専攻の紹介等がなされた．そ
のあと，石田教授のソフトドリンクによる乾杯のご発
声があり，交流会が開始された．人融ホールは C1棟
では最も眺望のよい場所にあり，そこからの眺望を楽
しみつつ，また，ピザやチャーハン等の軽食を食べな
がら新入生と教員および大学院生が始終和やかな雰囲
気の下で交流を持つことができた．最後に，伊藤禎彦
教授（都市環境工学専攻，環境工学コース長）より交
流会の締めの挨拶があり（写真 2），今年度の京土会・
水曜会新入生歓迎行事を盛会のうちに終了した．
　なお，今年度の新入生歓迎行事に参加した新入生の
人数は119名であり，地球工学科 1年生の約 6割であ
る．また，教員の参加人数は27名，大学院生の参加人
数は 9名であった．今回，地球工学科行事に合わせて
実施したこともあるが，例年にない多数の参加であり，
参加した新入生からも好評を得ることができた．
 （水曜会担当幹事　村田澄彦（都市社会工学専攻 准教授））

写真1　水曜会会長の石田 毅教授の交流会開会の挨拶 写真2　伊藤禎彦教授の交流会締めの挨拶
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資源工学科48年入学40周年記念同窓会報告
（祇園の舞妓さんはよかった編）

　 3月26日に昭和48年入学資源工学科の卒業40周年記
念同窓会を行った．毎年，幹事を研究室持ち回りにて
東京で同窓会を行っているが，「40周記念に祇園で舞
子さんを上げてやろう」ということになり，今回の幹
事の小門研（幹事 木村，副幹事 増田，顧問 室崎）は
半年前から準備で喧々諤々の議論．当日は，16時に時
計台前に集まり，まず，時計台記念館の陳列物を見学．
当時の建物群があり懐かしかった．ここの建物に入っ
たことがあるとか，いろいろ思い出を語った．弊方は，
当時の赤ヘルメット，拡声器持参予定であったが，忘
れてしまった．つぎに石田毅教授の案内で構内を見学．
レンガ造りの旧土木系教室，電気系教室があった建物
があり，なかなかのものでズート保存してほしい．

　一方で新しい建物が高く建てられ，アンバランスで
あった．
　旧教養部のＡ号館跡，尚賢館跡を見，今は教室内に
監視カメラがついているにはびっくりした．木造の吉
田寮食堂，吉田東寮が健在であり，南部会館も見学．
銀杏並木とともに灌漑深いものがあった．18時より会
場を祇園四条縄手近くの「花咲」に移し，おかあーさ
ん 1人（宮川町　千賀福さん）舞子さん 2人（菊弥江
さん，ふく乃さん）を上げ楽しいひと時をすごした．
料理屋のために食事も良く，「月はおぼろに東山…」
ではじまる踊りが始まると皆シーンとし，また，「金
毘羅船々」を一人づつお座敷あそびを楽しんだ．上手
さでは，地元の某校長先生が一番上手だった．さすが
実習と経験数がものを言う．参加16名．みな素晴らし
い肩書をおもちでした．
 室﨑宏治　記

祇園花咲にて　2016/ 3 /26

会 員 消 息
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村上　陽太郎（冶金，昭17）　お蔭で元氣です． 2月27

日に，百名以上の方が出席して下さって，白寿祝賀会
を開催していただきました．感謝の極です．
三宅　敏夫（冶金，昭18）　何んとか恙無く毎日を過ご
しております．
佐伯　博蔵（鉱山，昭21）　年令相応には元気にしてお
りますが，心身共に老化は進んでいます．鉱山学科昭
和21年卒のクラス会は毎年11月行っていましたが，一
昨年出席者が 3人になったので，以降中止しました．
寺井　士郎（冶金，昭22）　卒業後70年，まさに戰後の
日本と共に過して来ました．その間いろいろの事があ
りました．結果的にはまずまずよかったと思うこのご
ろであります．
三谷　文夫（鉱山，昭23）　馬齢を重ねて91歳 8カ月に
なりました．日野原重明先生を目標にしています．孫
が戦争に行かねばらならないような世にならないこと
を切に願っています．
冨岡　敬之（冶金，昭25）　一応，元気で過しておりま
す．
二宮　　脩（鉱山，昭26）　血圧の薬 1錠だけで元気に
過しております．皆様の益々のご活躍お祈り申しあげ
ます．
荒川　次郎（冶金，昭26）　元気に活して居ります．趣
味の写真も続けて居ります．
倉知　三夫（冶金，昭28）　右腦血栓にて目下リハビリ
病院にて入院中にて大会には欠席を致します．御出席
の皆様によろしくお伝え下さい．御盛会を期します．
大久保　勝夫（冶金，昭29）　ふるさとの学び舎への想
いも八十路半ばの歳の重みに勝てなくなりました．水
曜会大会のご盛会と現役諸兄のご活躍をお祈り致して
おります．
田中　　功（冶金，昭29）　現在体調不良につき入院加
療中です．
清滝　昌三郎（鉱山，昭30）　晴耕雨読．去年 3月に詩
吟　錦城流師範（雅号・城昌）と相成りました．
江藤　隆義（冶金，昭31）　元気に老人大学・老人会活
動を継続しています．
野村　悦二（冶金，昭31）　卒業60周年を迎えました．

それなりの健康を維持しています．
福田　隆博（冶金，昭32）　卒業して60年近くになりま
すが，元気に暮しております．
梶川　脩二（冶金，昭33）　卒業（昭和33年）後58年に
なりますが，まだ元気で日々を送っています（現在81

才）．健康法として毎月 1回の友人10人とのウォーキ
ング会をリタイア後10数年続けています．
松本　善文（冶金，昭33）　昨年 5月，心臓手術しまし
たが，回復順調．脚がやや弱った以外は元気です．
小泉　　俊（鉱山，昭35）　アタマとカラダを長持ちさ
せるため，ゴルフとタモリのまねごとをやっています．
楢原　琇聰（鉱山，昭35）　各種サプリメントを服用し
て何とか健康を保ってます．
柳沢　恒雄（鉱山，昭35）　1960年卒鉱山科，約傘寿の
祝会を 5月20日，お茶の水駅前（中華料理店）で開催．
出席者＝実次元空間より伊藤・成瀬・梅原・米田・上
村・藤本・久賀・萩原・小泉・柳沢．虚次元空間より
中林・福中・小山・池見・北神．欠席者（斗病中）＝西
田・松下・楢原・中村・灘谷・中納．米田の父君（107才）
の健在にあやかり，来年の再会迄過す事に衆議一致．
熊谷　忠彦（鉱山，昭37）　健康に気を配りながら，読
書三昧図書館通いの毎日です．
日比野　敏（鉱山，昭37）　日々是好日，卓球，ソバ打
ち，陶芸など静かな日々です．
名和田　進（冶金，昭37）　元気です．同期の「水曜会」
のメンバーとは毎年会っています．
岩尾　　修（冶金，昭38）　ゴルフプレー中に右膝を捻
挫して 6ヶ月経ってもまだ歩行が困難です．出席でき
なくて残念です．
大辻　孝雄（冶金，昭39）　少し腰を傷めましたが，回
復途上です．ウオーキングをほぼ毎日．ゴルフは再開
を期しております．ご盛会を祈っております．
澤田　　進（冶金，昭39）　腰痛はあるも元気にすごし
ています．
加藤　昌彦（資源，昭40）　昨年 3月に第二の就職先も
退職し，愛知県日進市の「日進市少年少女発明クラブ」
の指導員を担当しています．その他，趣味や地域の催
しにも参加し，毎日を楽しんでいます．

会　員　通　信　欄

　平成28年度水曜会大会への返信はがきには，会員の方々から多くのお言葉や
近況報告を頂きました．ここにその一部を掲載致します．なお，文章を損なわ
ない程度に表現を変えた部分もあることをお断りいたします．
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望月　志郎（資源，昭40）　歳なりに元気にしておりま
す．
原　　勝夫（資源，昭41）　本年九月二十七日（火）に本
学時計台記念館にて11時～14時頃 鉱山学科卒業昭和
41年度の卒業生50周年の会が催されますが，その会に
出席予定です．
横山　羌泰（資源，昭41）　学童保育のアルバイトに従
事して 7年目になります．また，所要で毎年のように
カンボジア・タイを訪れていますが，今年は 2月に 2

週間あまり滞在しました．
森　　邦彦（冶金，昭和41）　いろいろな趣味を楽しん
でいます．
大園　智哉（金属，昭41）　みちのく庄内へ移って三年．
短歌とチェロ中心の生活を楽しんでいます．
牧　　武志（資源，昭42）　引き続き米国のシェール開
発の動向を追いかけています．現下の原油価格の低落
は米国のシェールオイルの増産によるものですが，こ
のところ掘削リグ数が大幅に減り，シェールオイルの
減産に転じ，今年後半には油価が戻ると思われます．
加藤　雅典（冶金，昭42）　 2月27日に催された村上陽
太郎先生白寿祝賀会に出席させて頂きました．御夫妻
共健康で小生も現在72歳ですので，90歳までは生きて
行かねばとの想いを強く致しました．
岩坂　光富（金属，昭42）　元気に過しております．大
会の成功をお祈り致します．
黒木　正純（冶金，昭43）　古希を迎えましたが，「生
涯現役」をモットーに心身をケアしながら受けた恩に
感謝する毎日です．
大杉　与史郎（金属，昭43）　当方は日々忙しく過ごし
ております．水曜会大会のご盛況を祈念いたしており
ます．
福田　　隆（金属，昭43）　昨年，胃および眼の手術を
受けましたが，今は元気にしております．神戸に長男・
次男が住んでます． 4日も京都に行き，鴨川→八瀬
→宝ヶ池を散歩してきました．
淺井　達雄（資源，昭44）　この 4月，故郷中津川市の
初代特別顧問に就任．行政全般を担当します．
友田　　陽（冶金，昭45）　恵まれた快適な環境で楽し
くやっています．
中野　幸紀（冶金，昭45）　2016年 3月末で関西学院大
学総合政策学部教授職を退職しました．関西学院大学
イノベーション研究センター客員研究員と合同会社ジ
フティク（仏語通訳・翻訳業）をやっております．
平岡　　裕（冶金，昭45）　 3月に定年退職しました．
4月からは特任教授として勤めています．
萱原　徹男（資源，昭46）　70歳を迎え，健康であるこ
とを幸いとして，ライフワークに励んでいます．
内貴　治三（冶金，昭47）　地域のボランティア活動と

して，近くの小学校の授業（図工）補助をしています．
2年生なので，孫の世話をしているようなものです．
橋本　高志（金属，昭47）　いつもお世話になります．
ご盛会を祈念致します．
佐藤　　満（資源，昭48）　お陰様で元氣でやっており
ます．
牟田　　潤（資源，昭48）　三鷹市，井の頭公園の景色
を楽しみながら，通勤しております．
福井　康司（金属，昭48）　まだ現役で働いています．
海外出張も多く，多忙な毎日を過しています．
小西　延明（金属，昭49）　 5年の嘱託勤務が今年10月
で満了となります．現在，3人の孫守りと，母の介護，
仕事と忙しくしております．
則竹　和光（資源，昭50）　平成28年 3月末に退職しま
した．今は，実家の畑での野菜作りを楽しんでいます．
蛭子　清二（資源，昭50）　元気です．
中井　卓巳（資源，昭51）　自分で地質調査の会社を創
立して20年です．新卒をリクルートしています．どな
たか京都地元で働きたい方，いないかなあ． 2～ 3人
採用予定です．ご協力お願いします．
楠井　　潤（金属系，昭51）　東洋アルミで，パウダー・
ペースト事業本部を担当しています．日仏米中に続い
て今年はインドに進出します．
倉持　信一（金属系，昭51）　退職しました．
永尾　卓己（金属系，昭51）　 6月に晴れて無所属にな
ります．
広沢　　哲（金属系，昭51）　現在は（国研）物質・材料
研究機構　磁性・スピントロニクス材料研究拠点所属．
「元素戦略磁性材料研究拠点」（文科省の拠点形成型プ
ロジェクト）代表研究者として 5年目を迎えました．
増田　剛志（資源，昭52）　またまた社名が変更．日鉱
の名前がなくなり，JX金属コイルセンター．ほとん
ど石油会社です．
勝田　尊博（金属系，昭52）　定年後，大学にて勤務を
していましたが肌に合わず，現在，私学で数学の教師
をしています．土曜日は本校目玉の難関大講座がある
ため欠席します．水曜会大会の盛会を祈念します．
明珍　宗孝（金属系，昭52）　敦賀での勤務 4年目とな
りました．
谷村　晶夫（金属系，昭53）　仙台単身赴任 4年目にな
ります．
宮脇　新也（金属系，昭53）　昨年還暦を無事に迎えま
した．年々物忘れがひどくなりますが身体だけは元気
です．
竹士　伊知郎（金属系，昭54）　還暦を迎えました．元
気にやっております．この国の産業構造の変化に戸
惑っておりますが，それでも，愚直に「ものづくり」
の基礎の基礎を極めたいと念じております．
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北村　公亮（資源，昭55）　水曜会誌は毎年楽しく拝見
しております．京都に転居して二年が経ち，改めてい
い街だと感じる毎日です．還暦を過ぎたら，水曜会の
会合にも参加させて頂こうと思っております．
竹川　禎信（金属系，昭55）　現在パナソニック株式会
社エコソリューションズ社技術本部で仕事をしていま
す．住宅や事務所ビルなどのエネルギーマネジメント
に関すること．また分野は異なりますが，高齢者介護
の関連についても取り組んでいます．
道本　龍彦（金属系，昭55）　還暦まで 2年足らず．も
う，このような年齢になりましたが，実験に日々奮闘
しています．学生時代と少しも変わらない気分です．
越智　達朗（金属系，昭56）　新日鐵住金から子会社の
ワイヤメーカー鈴木金属工業へ異動して 3年目になり
ますが，研究開発担当として元気に頑張っております．
社名が昨年10月に，鈴木金属工業から日鉄住金SGワ
イヤへ変更されましたが，社名変更は親会社時代から
含めて 2回目という普通では経験できない大変貴重な
経験をさせていただきました．
土佐　正弘（金属系，昭56）　体力の衰えを感じながら
も何とか多忙な日々を乗りきっております．
花房　　寛（金属系，昭56）　蓄電システムを核にした
スマートエナジーシステムで CO2削減を推進してい
ます．
竹内　　正（金属系，昭58）　会社内がカンパニー制と
なりました．時間がかかる人財育成ができるか，が成
否のキーとなります．部が250以上ある，大きい（大
きすぎる）会社の永遠の課題と思っており，少しでも
お役に立ちたいと思っています．ハイテン鋼やアルミ
合金の知識が今役立っています．
田中　　晶（金属系，昭58）　東京高専も 7年目になり
ました．
木村　得敏（金属系，昭61）　東京に単身赴任して 1年
になります．気がついたら55才!! 昔やったら定年です．
堂ケ原　満（金属系，昭62）　①昨夏，和歌山県海南市
の発電所から大阪府堺市の発電所に異動しました．②
今春，電力システム改革の第 2段階（小売全面自由化）
がスタートし，『電力の超安定供給』思考から頭を切
り替えているところです．若い所員には容易いなこと
でも，この道で四半世紀を生きてきた者には難しい面
もあり，『古い自分』と向き合う毎日です．
岡部　　徹（金属系，昭63）　相も変らずレアメタルの
研究を続けています．
田畑　　仁（金属系，昭63）　残念ながら水曜会大会に
は参加できませんが，盛況である事を祈念しておりま
す．
山内　啓史（金属系，昭63）　非鉄金属の商売を細々と
続けております．

高谷　正彦（資源，平 1）　松山へ単身赴任 2年目にな
ります．四国の観光をしながら元気にやってます．
山本　健一（金属系，平 1）　富士市に引越してきてか
ら 1年たちました．毎日 富士山を見ながら仕事に励
んでおります．
中野　博志（資源，平 2）　2016年 4月 1日付で，関連
会社の神鋼不動産㈱に出向しました．頑張っています．
藤波　智仁（資源，平 5）　南米ペルーにて資源開発の
業務に携わっております．ペルー駐在は 3回目．累計
で11年になりました．
石川　正紀（資源，平 6）　JOGMECに出向中です（以
前 JNOCに出向していたので二回目）．間も無く，
INPEXオペレータの海上基礎試錐「島根・山口沖」
が始まり，自分は JOGMEC職員として現場に立ち会
わせてもらいます（ 1～ 2週間程度の出張ですが）守
秘義務がありますので探鉱内容については申せません
が，この井戸は，自分が JOGMEC出向前に INPEX

で基本的なエンジニアリングをしてウェルプロファイ
ル設計した井戸です．また，リグに乗るのも久しぶり
ですので，ワクワクしています．あ，そうそう，同試
錐では京大院卒のドリリングエンジニア（ 1人は理学
部出身， 1人はエネルギー工出身ですので水曜会員，
じゃあないのかな？まだ20代で若いから）が勤務して
います．自分も同じリグに乗って，彼らの若いエキス
を吸い，いや，彼らのお手並みを拝見させてもらおう
と思っています．（2016.4.29）
三村　　享（金属系，平 6）　弊社東京営業所にて勤務
しております．
西　　孝文（資源，平 7）　分社化で所属会社の名称は
変わりましたが，引き続き CMOSイメージセンサー
の開発に携わっています．
武内　　淳（資源，平 7）　ミネソタ州より昨年末帰国
しました．愛知県に住むことになり，海があり新鮮に
感じます．今年は論文発表でアメリカ，マレーシアに
行く予定で楽しみにしています．
松井　元英（金属系，平 7）　参加できずに大変申し訳
ありません．鉄道の発展に日々精進しています．
横井　　惇（地球工　資源，平17）　本年 9月にカナダ
より帰国の予定． 9月より阪大へ．
藤原　克真（物理工　エネ理工，平27）　鉄鋼メーカー
に就職予定．
山岡　幸男（元教官）　水曜会誌 22（1996）7, p.427の新
宮先生の「幸福論」で書かれている新古今集の次の和
歌を実感している今日この頃です．「ながらへば　ま
たこのごろや　しのばれむ　憂しと見し世ぞ　今は恋
しき」（藤原清輔）
小岩　昌宏（元教官）　海外旅行に出かける予定をして
おり，残念ながら欠席します．
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学部卒業者

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先

応用地球物理学分野
（旧 ジオフィジクス分野）

田 中 智 章 多成分波形を用いる Equivalent Offset Migrationによる
地下構造イメージングの研究

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

谷 本 尚 希 SPH法を用いた微粒子流入による浸透率変化シミュ
レーション

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

扶 瀬 聡 史 傾斜した鉛直等方弾性体における坑井内ダイポール探査
データ波形の研究

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

渡 辺 旺 智 フラクチャー内流体振動を利用する地震波エミッション
トモグラフィの基礎研究

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

環境資源システム工学分野
久 保 田 　 歩 石油増進回収法への適用を目的とした TEMPO酸化セ

ルロースナノファイバーの改変に関する実験的研究
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

志 賀 正 茂 Influence of the Brine Salinity on the Contact Angle of 
CO2 – Brine –Muscovite Three-Phase Interfacial System 
（二酸化炭素/塩水/白雲母界面における接触角の塩濃度
依存性）

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

杉 本 達 洋 Effects of Nanopore Geometry on NMR Relaxation time
using Molecular Dynamics Simulation　（分子動力学シ
ミュレーションを用いた孔隙の形状がNMR緩和時間に
及ぼす影響に関する研究）

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

俵 谷 侑 吾 Molecular Dynamics Study of the Interaction between Oil 
Acid Components and Calcium Carbonate for Enhanced 
Oil Recovery　（石油増進回収を目的とした炭酸塩岩と
酸性原油の相互作用に関する分子動力学計算）

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

地殻開発工学分野
藤 戸 　 航 瑞浪地点原位置岩盤における水圧破砕実験およびアコー

スティックエミッションによる解析
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

南 　 隆 太 郎 南アフリカMponeng金鉱山地下 3.3 kmで発生した  
Mw 2地震の余震に対する Repeating Earthquake解析

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

三 宅 尚 宏 頁岩供試体の水圧破砕で生じる微小破壊の AEによる絶
対規模推定

㈱エスユーエス

山 口 純 弥 南アフリカ Cooke 4金鉱山地表下 1 kmで観測された地
質断層上の Repeating Earthquake解析

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

計測評価工学分野
坂 本 　 怜 高精度傾斜計による大規模地下空洞周辺の地震時岩盤変

形の観測
新日鐵住金ソリューション
ズ㈱

中 川 俊 樹 バイアス磁界渦電流探傷法による鋼板裏面欠陥の検出 京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

春 山 裕 喜 レーザー励起振動を用いたコンクリート構造物の非接触
検査

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

吉 貞 祥 護 炭素繊維複合材ケーブルの電磁的非破壊検査手法に関す
る基礎的検討

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

平 成 28 年 3 月 卒 業 者 名 簿

旧 資 源 系
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地殻環境工学講座
大 田 優 介 海底熱水鉱床で得られた岩石サンプルの諸物性に関する

研究
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

北 村 将 悟 地熱兆候地域での熱水パス亀裂抽出への地中ガスラドン
濃度の応用

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

佐 藤 　 開 土岐花崗岩における浸透率の空間分布と断層との関連性
評価

日本航空㈱

佐 藤 真 也 独立成分分析を用いた海底電場データのノイズ除去法に
関する研究

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

資源エネルギーシステム学分野
鈴 木 俊 也 マグネシウムにおけるイットリウムの二重双晶界面偏析

挙動のモンテカルロシミュレーション
京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

佐 藤 優 斗 ナノポーラス金属表面への白金の最小限析出 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

森 重 有 矢 水圧破砕により頁岩中に造成される亀裂の特徴 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

脇 本 和 輝 イオン液体によるガスハイドレート生成促進 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

資源エネルギープロセス学分野
堺 　 勇 行 純チタン板におけるスプリングバックの時間依存性 京都大学大学院エネルギー

科学研究科（修士課程進学）
坂 根 将 伍 高温固体面における水溶性ポリマー液滴の皮膜形成プロ

セス
京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

中 原 純 也 移動平板へ衝突する複数パイプラミナー流の冷却特性 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

生 川 遼 太 種々の方向へ予変形を受けた IFおよび DP鋼板の引張
特性

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

畠 山 真 一 予圧縮を受けたマグネシウム合金板の引張変形特性に及
ぼす双晶の影響

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

ミネラルプロセシング分野
石 野 翔 大 フェロシアン化系 Csナノ吸着剤のマイクロバブル浮選

による回収
京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

佐 野 直 幸 含砒素硫化鉱物微粒子のマイクロバブル浮選 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

新 宮 淳 平 ナノポーラス金上での HeLa細胞の活性 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

山 岡 隆 央 アルミニウムの粒界破壊の第一原理及び分子動力学計算 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先
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修士課程修了者

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先

応用地球物理学分野
（旧 ジオフィジクス分野）

寺 西 慶 裕 弾性波散乱理論を組み込んだ全波形逆解析の研究 石油資源開発㈱

長 曽 真 弥 水圧破砕により発生する亀裂複雑化メカニズムの研究 地熱エンジニアリング㈱

水 島 諒 大 地熱井におけるシリカスケール析出現象の物理化学的モ
デリングの研究

国土交通省

環境資源システム工学分野
尾 島 亮 誠 基盤岩フラクチャー型油田に対する石油増進回収法に関

する研究
関西電力㈱

草 薙 和 也 Application of Cellulose Nanofiber to Enhanced Oil Recov-
ery　（セルロースナノファイバーの石油増進回収法への
適用性に関する研究）

(独)石油天然ガス・金属鉱物
資源機構

日 比 隆太郎 Molecular Dynamics Study on Solutions of Asphaltene 
Problems using Digital Oil　（デジタルオイルを用いたア
スファルテン障害解決のための分子動力学的検討）

JX石油開発㈱

澤 　 侑 乃 輔 Investigation of Adsorption Behavior in Kerogen Nanopores 
by Molecular Dynamics Simulation　（ケロジェン中のナ
ノ孔隙における吸着現象に関する分子動力学的検討）

石油資源開発㈱

地殻開発工学分野
西 田 雄 貴 大理石のサブクリティカルき裂進展における環境依存性 電源開発㈱

矢 野 俊 介 室内水圧破砕時に生じる Acoustic Emissionの発震機構
解の推定

大阪ガス㈱

山 下 寛 人 水と CO2による瑞浪地点原位置水圧破砕試験 住友金属鉱山㈱

計測評価工学分野
大 西 元 太 渦電流探傷に用いる上置プローブの設計に関する理論的

検討
㈱プランテック

墨 田 千 里 水頭差によるトンネル切羽の不安定化に関する研究 中部国際空港㈱

本 間 　 励 電気ポテンシャル法における欠陥形状推定逆問題への
Level Set法の応用

新日鐵住金㈱

地殻環境工学講座
楠 田 　 渓 仮想波動領域における電磁探査データの逆解析手法の開

発
国際石油開発帝石㈱

西 田 昴 平 粒状体個別要素法を用いた岩石物性と亀裂の分布特性と
の関連性評価

日特建設㈱

文 田 了 介 水理地質モデリングと環境トレーサーによる京都盆地の
地下水流動特性の推定

中国電力㈱

松 田 典 大 花崗岩の浸透率と岩石物性・化学組成との関連に関する
実験的研究

中国電力㈱
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資源エネルギーシステム学分野
安 部 達 彦 Fabrication of carbon nanotube/nickel nanocomposites 

for energy storage　（エネルギー貯蔵に向けたカーボン
ナノチューブ／ニッケルナノコンポジットの創製）

新日鐵住金㈱

加 藤 直 樹 Electrical detection of surface adsorption and electropora-
tion of bacteria by nanoporous gold　（ナノポーラス金を
用いた表面吸着の電気的検出と細菌の電気穿孔）

田中貴金属工業㈱

友 永 悠 斗 Characteristics of the hydraulically induced fractures and 
their surrounding regions in shale　（水圧破砕により頁
岩中に造成される亀裂とその周辺領域の特徴）

国土交通省

橋 本 志 帆 マイクロバブル浮選による放射性セシウムを含む微粒子
の浮上分離に関する基礎的研究

TOTO㈱

宮 澤 直 己 Atomic and electronic simulations of electrostatic and me-
chanical properties of a bacterial cell wall interacting with 
nanoporous Au　（ナノポーラス金と相互作用している細
菌細胞壁の静電的および機械的性質の原子・電子シミュ
レーション）

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（博士後期課程
進学）

資源エネルギープロセス学分野
浦 谷 政 翔 Crystal-plasticity finite-element analysis of stress relax-

ation behavior in steels　（結晶塑性有限要素法による鋼
板の応力緩和挙動解析）

㈱IHI

小 吹 晃 弘 Crystal-plasticity finite-element analysis of anisotropic de-
formation behavior in a commercially pure titanium sheet　
（純チタン板の異方変形挙動に関する結晶塑性有限要素
解析）

パナソニック㈱

濱 野 顕太郎 Boiling and film forming processes in collision of a poly-
mer solution droplet with a heated solid　（高温固体面に
衝突する水溶性ポリマー液滴の沸騰現象と皮膜形成）

防衛省

林 　 直 哉 Cooling characteristics of a hot moving steel plate by plu-
ral pipe-laminar jets　（加熱移動鋼板に衝突する複数棒状
噴流の冷却特性に関する実験的研究）

関西電力㈱

割 鞘 美 和 Tensile properties of IF and DP steel sheets after tensile 
or compressive deformation to various directions　（種々
の方向へ引張・圧縮を受けた IF鋼・DP鋼の引張特性）

JFEスチール㈱

ミネラルプロセシング分野
井 上 修 太 The effect of sodium chloride on methane fermentation of 

sewage sludge　（下水汚泥に対するメタン発酵における
塩化ナトリウム添加の影響）

キリン㈱

櫻 井 研 人 Basic study of energy-efficient gas refining　（高効率ガス
精製に関する基礎研究）

旭硝子㈱

濱 口 祐士朗 Fundamental studies on the microbubble flotation of ultra-
fine sulfides　（微粒硫化鉱物のマイクロバブル浮選）

双日㈱

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先
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博士後期課程修了者

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先

環境資源システム工学分野
賈 　 冀 輝 Microscopic and Macroscopic Characterization on Me-

chanical Properties of Gas Hydrate　（ガスハイドレート
の力学特性に関する微視的及び巨視的評価）

九州大学

地殻環境工学講座
Hawu Hede Arie Naftali Development and application of geobotanical remote sensing 

methods for mineral exploration in thick vegetation areas
バンドン工科大学

博士学位授与者　課程博士

氏　　　名 研　究　論　文　題　目 主　　　査 取得年月日 備　　考

環境資源
システム工学分野
賈 　 冀 輝 Microscopic and Macroscopic Charac-

terization on Mechanical Properties of 
Gas Hydrate　（ガスハイドレートの力
学特性に関する微視的及び巨視的評価）

小 池 克 明 平成28年 3月23日

地殻環境工学講座
Hawu Hede Arie Naftali Development and application of geobo-

tanical remote sensing methods for min-
eral exploration in thick vegetation areas

小 池 克 明 平成28年 1月23日
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学部卒業者

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先

材料設計工学分野
今 西 功 一 XDS法による充放電に伴う Li2RuO3正極の構造解析 京都大学大学院工学研究科

（修士課程進学）
高 谷 祐 毅 カルコゲナイド系光相転移物質における Sn添加の構造

的役割の解明
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

張 　 樹 桐 金属ガラスの若返り現象と緩和挙動 カーネギーメロン大学校

速 水 脩 平 X線光電子分光法による金属酸化物ナノシートを用いた
金属／絶縁体界面のバンド不連続性の解析

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

村 瀬 颯 登 充放電におけるマグネシウム酸化物正極の界面構造解析 京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

表面処理工学分野
植 野 雄 大 BaO-ZrO2-Y2O3-NiO擬四元系状態図と系内化合物の熱力

学的安定性
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

加 藤 広 平 パイロクロア結晶構造を持つ La2（M1－xREx）2O7－δ（M＝
Nb, Ta ; RE＝希土類元素）系イオン伝導体の探索

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

仲 井 雄 哉 Ni-BZYアノード作製における Ni拡散抑制プロセスの検
討

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

船 津 晃 平 新しいチタン製錬に向けた Bi-Ti合金からの局所冷却を
用いた Tiの濃縮

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

プロセス設計学分野
（現 物質情報工学分野）

高 森 亮 輔 格子の対称性と微視的状態の統計 ㈱キーエンス

中 島 昴 大 射影構造の組成依存性 ㈱ソニー・ミュージックエ
ンターテイメント

井 上 雅 博 結晶の配位空間上の微視的状態密度 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士過程進学）

マイクロ材料学分野
（現ナノ構造学分野）

岩 田 晃 樹 ラマン分光法を用いた ZnSnP2における規則－不規則変
態挙動の調査

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

田 所 　 明 （Zn, Mg）3P2薄膜の作製と物性評価 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

田 部 孝 治 稀薄 Ag合金の内部酸化に伴う空孔形成挙動の参加温度
依存症

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

松 崎 健 太 高張力鋼中の VC析出物による水素トラップ挙動の陽電
子寿命法による研究

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

山 本 鴻 司 陽電子寿命法を用いたロケットエンジン用銅合金の損傷
評価

東京大学大学院工学系研究
科（修士課程進学）

旧 金 属 系
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先端材料物性学分野
明 里 慶 祐 金属単原子接点の交流電圧下での寿命 京都大学大学院工学研究科

（修士課程進学）
小 林 拓 登 ハードディスクモデルによるMg LPSO相内の Zn-Yク

ラスター配列の研究
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

竹 田 圭 佑 薄膜MCBJの開発 京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

山 本 良 平 Mg-Zn-Y 14H LPSO相の STMによる構造解析 京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

量子材料学分野
大 槻 祐 介 Siにおける線形リッジポテンシャルの構築 京都大学大学院工学研究科

（修士課程進学）
小 田 陽 之 Cuおよび Alにおける線形リッジ回帰ポテンシャルの点

欠陥・表面への応用
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

川 畑 慧士郎 新規スズ・バナジウム複合酸化物の合成 京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

中 澤 克 昭 機械学習による格子熱伝導率予測モデル構築 東京大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

結晶物性工学分野
井 口 翔 太 Taおよび Niを複合添加したMoSi2/Mo5Si3一方向凝固

共晶合金の微細組織と破壊挙動
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

奥 村 純 平 Fe2Al5の結晶構造解析 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

神 原 佑 季 FCC構造を有する CrMnFeCoNi高エントロピー合金の
転位組織解析

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

橋 爪 志 周 合金化溶融亜鉛めっき層中 Fe-Zn系δ1p相金属間化合物
単結晶のマイクロピラー圧縮試験

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

東 　 雅 也 MAX相のマイクロピラー圧縮変形 京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

構造物性学分野
田 居 宏 隆 Fe-Ni合金マルテンサイトの内部微視組織におよぼす水

素量の影響
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

竹 田 泰 成 動的フェライト変態による超微細粒組織形成過程のその
場中性子線解析

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

中 村 慶 彦 超微細粒組織を有する（CoCrFeNi）95-Cu5高エントロピー
合金の粒成長挙動

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

安 岡 佑 樹 巨大ひずみ加工された超微細粒 Cu-Ni合金の変形挙動に
及ぼす固溶 Ni量の影響

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先
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先端材料機能学分野
浴 畑 　 嶺 軟 X線二次元小角散乱法の開発と Al合金への応用 京都大学大学院工学研究科

（修士課程進学）
島 　 洋 輔 単結晶シリコンのパルス通電下における圧縮変形挙動 京都大学大学院工学研究科

（修士課程進学）
杉 野 智 裕 MgYZn-LPSO構造形成過程におけるクラスターの局所

構造の検討
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

冨 依 勇 太 凝固組織における曲率効果の偏析形成・凝固割れへの影
響

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

吉 田 昴 平 Fe-Cr-Ni系におけるδ/γ変態の選択と初期凝固組織形成 京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

磁性物理学分野
瓦 田 一 郎 空間反転対称性の欠如した磁性体 Nd5Si4の磁性 京都大学大学院工学研究科

（修士課程進学）
大 慶 哲 也 カゴメ格子層状化合物 Co-shanditeにおける Dirac電子

系の可能性
京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

渋 谷 広 樹 MAX相化合物 Cr2GaNにおけるスピン密度波転移の抑
制

京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

中 西 　 嶺 η-カーバイド型化合物の磁性クラスター化に関する研究 京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

材質制御学分野
青 木 公 亮 金属触媒エッチングによるシリコンへのヘリカルポア形成 関西電力㈱

加 藤 有紀也 グライム浴からのアルミニウム平滑めっき条件の探索 京都大学大学院工学研究科
（修士課程進学）

榊 　 亮 磨 銅電解精製における異常析出現象のモデル化 松田産業㈱

正 躰 大 士 スピネル型マンガン酸化物への電気化学的ドーピング ㈱フジキン

機能構築学分野
奥 平 早 紀 イオン液体/KBr（111）界面の FM-AFM分析 京都大学大学院エネルギー

科学研究科（修士課程進学）
樫 原 和 彦 フェロセニルアルカンチオール/Si接合体の電気化学応答 京都大学大学院エネルギー

科学研究科（修士課程進学）
寶 　 雄 也 芳香族単分子膜表面への酸化グラフェンの固定化 京都大学大学院工学研究科

（修士課程進学）
米 田 　 真 液相法による高分子表面への環状シロキサン吸着膜形成 京都大学大学院工学研究科

（修士課程進学）

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先
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エネルギー社会工学分野
坂 本 大 記 （Ta, Nb）ON光触媒の合成と水分解能評価 京都大学大学院エネルギー

科学研究科（修士課程進学）
中 西 翔 平 アルミニウム硫酸塩の悪臭物質分解効果に関する研究 旭金属工業㈱

藤 本 亨 ー 水溶液の電気分解を利用した二酸化炭素固定化反応の解
析

KLab㈱

横 野 遼太郎 反応性スパッタリングによって作成した TaOxNyの特性 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

田 中 雄 大 TiO2光触媒のメチレンブルー分解反応における磁場の
影響

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

材料プロセス科学分野
齊 藤 大 和 Ir電析に及ぼす電析時間と基板の影響 ㈱大和総研

中 村 優太郎 イオン液体からの電解アルミニウム箔の作製 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

山 田 健太郎 二次電池用亜鉛負極の充放電による形態変化 京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

山 本 　 顕 水溶液プロセスによるエピタキシャル ZnO膜の作製に
及ぼす紫外線照射の効果

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

吉 田 拓 司 ミスト CVD法による炭素含有 Ni薄膜からのグラフェ
ンの析出に関する検討

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

若 島 　 涼 超音波噴霧ミスト CVD法による FTOおよび TiO2薄膜
の作製とペロブスカイト太陽電池への応用

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

プロセス熱化学分野
有 本 　 樹 希土類系高温超伝導体の二軸磁場配向における磁場条件

と配向度の関係
京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

川 嶋 健 之 液体銅合金中への硫黄の溶解反応の標準 Gibbsエネル
ギー変化

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

玉 置 和 志 包接化合物 Ca12Al14O32（OH）2への塩素置換反応の温度依
存性

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

徳 野 隼 也 低塩基度脱リンスラグ中の成分活量に及ぼす 
Ca2SiO4-Ca3P2O8固溶体組成と温度の影響

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

永 田 翔 梧 復硫反応抑制に向けた低塩基度スラグのサルファイド
キャパシティの測定

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

広 瀬 勝 敏 ｛100｝〈001〉集合組織 Cuを基材とした YBa2Cu3O7超伝導
線材のためのチタニア系導電性中間層の開発

京都大学大学院エネルギー
科学研究科（修士課程進学）

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先
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修士課程修了者

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先

材料設計工学分野
上 田 俊 作 シリコン系 Niナノワイヤ不織布を用いた LIB高容量負

極の開発
㈱UACJ

岡 田 誠 也 カルコゲナイド系 Ge-Sb-Te光相転移物質の構造ダイナ
ミクス

新日鐵住金㈱

鈴 木 寛 太 全反射 X線回折・分光法を用いた蓄電池正極／電解質
界面構造の解析

新日鐵住金㈱

李 　 弘 毅 ロッキングチェア型Mg/Li二塩蓄電池の研究 京都大学大学院工学研究科
（博士後期課程進学）

表面処理工学分野
岡 田 隆 宏 偽珪灰石類似構造を有するアルカリ土類ケイ酸塩および

層状ペロブスカイト構造を有するアルカリ土類タンタル
酸塩系イオン伝導体の探査

㈱IHI

北 山 真 也 水蒸気存在下でのM2REZrO5.5, MRE2O4（M＝Mg, Ca, Sr, 
Ba, RE＝La, Nd）のイオン伝導度のジャンプ

川崎重工業㈱

山 田 裕 貴 塩化物溶融塩中におけるチタンの厚膜電析 JX金属㈱

プロセス設計学分野
（現 物質情報工学分野）

岸 本 哲 弥 ランダム行列による合金設計 JFEスチール㈱

小 嶋 和 也 配置多面体による合金設計 ㈱IHI

一二三 翔 貴 応力発光の基礎研究 日本発条㈱

マイクロ材料学分野
（現ナノ構造学分野）

青 木 裕 仁 陽電子寿命法を用いたニッケル基耐熱合金 Alloy617の
クリープ損傷評価

日産自動車㈱

黒 飛 　 昇 Fe-S系新規化合物半導体 Fe2SnS4の合成と物性評価 JFE条鋼㈱

富 岡 亮 輔 稀薄 Ag合金の内部酸化に伴う原子空孔の形成 新日鐵住金㈱

先端材料物性学分野
齊 藤 弘 樹 Mg-LPSO合金の走査トンネル顕微鏡による局所構造解析 Panasonic㈱

田 窪 　 舜 金属原子サイズ接点のmechanical annealing 大阪瓦斯㈱

若 杉 晋 作 圧縮応力下における金属単原子接点の高バイアス安定性 ㈱アシックス

量子材料学分野
中 山 啓 太 機械学習に基づいた材料探索のための結晶構造記述 ㈱神戸製鋼所

宗 安 　 慧 第一原理計算による新規ニクタイド半導体の探索 JX金属㈱

森 朝 崇 文 δ-Bi2O3の合金化による中温時効での規則化抑制 ㈱村田製作所
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結晶物性工学分野
新 貝 康 晴 硬質材料単結晶のマイクロピラー圧縮変形 新日鉄住金㈱

陳 　 正 昊 L12型 Co3（Al, W）の高温強度に及ぼす第四元素添加の影
響

京都大学大学院工学研究科
（博士後期課程進学）

道 下 勝 太 GA鋼板のめっき被膜を構成する Fe-Zn系単相/複相金
属間化合物の塑性変形・破壊挙動

関西電力㈱

構造物性学分野
勝 野 友 之 2Mn-0.4C鋼におけるマルテンサイトおよびベイナイトの

低温脆性破壊と微視組織の関係
山陽特殊製鋼㈱

小 森 俊 輝 高強度・高延性を有する Fe-Ni-Al-C合金冷間圧延材の変
形挙動

JFEスチール㈱

松 井 洋一郎 5Mn(-2Si)-0.1C鋼の加工熱処理によるオーステナイトの
安定化

JFEスチール㈱

李　　　　　翔 巨大ひずみ加工と焼鈍により作製された超微細結晶粒
CrFeCoNiCu系高エントロピー合金の組織と力学特性

オークマ㈱

先端材料機能学分野
伊 藤 徳 地 ミクロスケールでの固相粒子間の相互作用を考慮したマ

クロモデルの検証と凝固現象への応用
トヨタ自動車㈱

上 部 伊 織 X線イメージングと蛍光 X線分析による凝固界面での多
元系合金の溶質分配係数と液相密度のその場測定手法の
開発と Ni基超合金への応用

いすゞ自動車㈱

杉 村 幸 輝 Fe-C系合金のδ相からγ相へのマッシブ的変態の界面
移動機構

住友電気工業㈱

田 中 浩 登 MgYZnを中心とする三元系急冷試料における LPSO形
成機構の放射光 SWAXSその場測定による検討

ヤンマーホールディングス㈱

西 澤 勇 希 Al合金ナノ析出組織の小角散乱法による評価と軟 X線
領域への拡張の試み

磁性物理学分野
伊 藤 光 祐 カゴメ格子磁性体 Coシャンダイト化合物におけるトポ

ロジカルホール効果
DOWAホールディングス㈱

宇 治 克 俊 永久磁石材料M型 Ca-Laフェライトの磁性 ㈱村田製作所

梶 原 崇 至 反転対称性の無い結晶構造をもつ遍歴電子磁性体
MnSi1.75－δの単結晶育成と磁性

大同特殊鋼㈱

材質制御学分野
今 岡 勇 仁 ポーラスシリコンへのイオンの浸透挙動 ㈱コロプラ

鈴 木 湧 也 電極のナノポーラス化と錯体設計による Znデンドライ
ト析出の抑制

東京ガス㈱

中 村 　 佳 低揮発性有機溶媒を用いたアルミニウム電析 住友金属鉱山㈱

𠮷 田 雅 哉 粗銅のアノード溶解挙動に不純物元素がおよぼす影響 JFEスチール㈱

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先
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機能構築学分野
内 田 辰 徳 イオン液体／チタン酸リチウム界面の原子レベル AFM

構造解析
㈱神戸製鋼所

國 府 　 翔 水素終端化シリコンと酸化グラフェンの界面反応とその
電子移動特性

JFEスチール㈱

中 元 　 宏 VUV光還元 graphene oxideの SPM分析 ㈱不二越

孔 　 成 棟 アルミニウムと高分子材料の VUV光活性化接合 東麗先端材料研究開発有限
公司

鄭 　 安 純 シリコンに化学接合したフェロセン誘導体 SAMの電気
特性

シャープ㈱

エネルギー社会工学分野
佐 藤 慎 士 Al添加型酸化亜鉛薄膜の劣化挙動に対する基板の影響 ダイキン工業㈱

佐名木 義 之 アンチモンオキシクロライドの光触媒能 JFEスチール㈱

山 口 　 一 焼結防止材を混練した CaO基 CO2吸収材料の開発 ㈱IHI

量子エネルギープロセス分野
牛 尾 　 元 In及び Alをドープした ZnOナノ粒子の作製と太陽電池

への応用
ローム㈱

加賀屋 宗 志 中赤外自由電子レーザーによるウルツ鉱型ワイドギャッ
プ半導体における選択的格子振動励起

㈱ビービット

深 井 啓 司 無機－有機ハイブリッド太陽電池における TiO2とポリ
マーの界面制御

パナソニック㈱

材料プロセス科学分野
上 野 仁 希 ミスト CVD法を用いた Cu, NiおよびMo2C薄膜の作製 ㈱日立製作所

高 橋 　 歩 電析 Al-W合金膜の機械的特性評価および Al-Ni-W合金
膜の作製

日揮㈱

山 上 　 慶 銅電解アノードスライムの過酸化水素と塩酸を用いた浸
出処理

㈱日本総合研究所

鷲 田 一 博 水溶液プロセスによる GaN上へのヘテロエピタキシャ
ル ZnO成膜と LEDへの応用

㈱東芝

プロセス熱化学分野
入 江 脩 平 包接化合物 Ca12Al14O33及びその塩素置換体の熱力学的

挙動
JFEスチール㈱

桜 井 拓 弥 電池材料 LiCoO2からの Co回収に関する熱化学 ㈱リンクアンドモチベー
ション

三 輪 紘 平 生石灰使用量削減に向けた CaO-SiO2-P2O5-FexO系脱リ
ンスラグの熱化学

DOWAホールディングス㈱

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先
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エネルギー応用基礎学分野
竹 原 寛 人 ポストアニールおよび Ni導入による電子ビーム蒸着

MgB2超伝導薄膜の高臨界電流密度化
西日本旅客鉄道㈱

永 澤 良 之 低コスト YBa2Cu3O7超伝導線材開発に向けた Nd : YAG
レーザ蒸着法による Nbドープ SrTiO3導電性中間層の
作製

東陽建設工機㈱

橋 本 真 幸 ｛100｝〈001〉集合組織 Cuテープ上に Nbドープ SrTiO3を
導電性中間層として配置した新規構造 YBa2Cu3O7超伝
導線材の開発

ホンダ技研工業㈱

藤 岡 祥太郎 双晶組織を含む（Y1－xErx）Ba2Cu3Oy超伝導体の二軸磁場
配向

電源開発㈱

博士後期課程修了者

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先

先端材料物性学分野
Nadia Parveen Study of Electron Transmission through Atomic Point 

Contacts of Trivalent and Tetravalent Transition Metals

量子材料学分野
直 江 和 明 Mechanism of ceramic deposition by aerosol deposition 

method
㈱日立製作所

結晶物性工学分野
松野下 裕 貴 MoSi2基複相単結晶合金の微細組織と力学特性 京都大学大学院工学研究科

特定研究員

構造物性学分野
BAI YU Effect of Grain size on the Hydrogen Embrittlement Be-

haviors in High-manganese Austenitic steels
京都大学大学院工学研究科　
助教

高　　　　　斯 Yield Point Phenomena in Ultrafine Grained Materials 京都大学大学院工学研究科　
博士研究員

陳 　 美 伝 Synchrotron Radiation X-ray Diffraction Study on Micro-
structural and Crystallographic Characteristics of Defor-
mation-Induced Martensitic Transformation in SUS304 
Austenitic Stainless Steel

㈱日立製作所

量子エネルギープロセス分野
早 川 明 伸 （単位認定退学） 積水化学工業㈱

氏　　　　　名 研　究　論　文　題　目 就　　職　　先
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博士学位授与者　課程博士

氏　　　名 研　究　論　文　題　目 主　　　査 取得年月日 備　　考

先端材料物性学分野
Nadia Parveen Study of Electron Transmission through 

Atomic Point Contacts of Trivalent and 
Tetravalent Transition Metals

酒 井 　 明 平成28年 3月23日

量子材料学分野
直 江 和 明 Mechanism of ceramic deposition by 

aerosol deposition method
田 中 　 功 平成27年 9月24日

結晶物性工学分野
松野下 裕 貴 MoSi2基複相単結晶合金の微細組織と

力学特性
乾 　 晴 行 平成28年 3月24日

構造物性学分野
BAI YU Effect of Grain size on the Hydrogen 

Embrittlement Behaviors in High-man-
ganese Austenitic steels　（高Mnオー
ステナイト鋼の水素脆化挙動に及ぼす
結晶粒径の影響）

辻 　 伸 泰 平成27年 9月24日

高　　　　　斯 Yield Point Phenomena in Ultrafine 
Grained Materials　（超微細粒材料に
おける降伏点降下現象）

辻 　 伸 泰 平成28年 3月23日

陳 　 美 伝 Synchrotron Radiation X-ray Diffraction 
Study on Microstructural and Crystal-
lographic Characteristics of Deforma-
tion-Induced Martensitic Transforma-
tion in SUS304 Austenitic Stainless 
Steel　（放射光 X線回折を用いた
SUS304オーステナイト系ステンレス
鋼の変形誘起マルテンサイト変態にお
ける組織と結晶学的特徴に関する研究）

辻 　 伸 泰 平成28年 3月23日

エネルギー
社会工学分野
Jordi Cravioto Caballero Holistic assessments of the linkage be-

tween well-being and energy use: stud-
ies on the Mexican case

石 原 慶 一 2016年 9月23日
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会　　則
改訂（2013年６月15日）

【名　　称】
　第１条　本会を水曜会と名付ける．

【目　　的】
　第２条 �本会は資源，エネルギー，環境および材料に関する学問，技術並びに経済の発展に寄

与し，会員相互の親睦をはかることを目的とする．

【会　　員】
　第３条　会員を分けて正会員と学生会員とする．
　第４条　正会員は以下の各項のいずれかに該当する者とする．
　　　　　１．別表１に掲げる学科，専攻または講座を卒業あるいは修了した者．
　　　　　２．別表２に掲げる別表１の学科等の後身である講座または分野において学部教育あ

るいは大学院教育を受けて卒業あるいは修了した者．
　　　　　３．前項の講座または分野の教員および元教官並びに元教員．
　第５条　学生会員は別表２に掲げるコース，講座または分野に在籍する学部学生とする．

【役　　員】
　第６条 �本会には以下の役員を選出する．任期は１年とし，重任を妨げない．ただし，幹事は

２年とし，重任を妨げない．
　　　　　　　会　　　長　　　　１名
　　　　　　　副　会　長　　　若干名
　　　　　　　会 計 監 事　　　　２名
　　　　　　　編集委員長　　　　１名
　　　　　　　幹　　　事　　　若干名
　第７条 �会長は本会を総括し，本会を代表する．会長は役員会の推薦により水曜会総会におい

て承認する．副会長以下の役員は別途に定める細則により会長が指名する．副会長は
会長に事故のあった場合，その職務を代行する．会計監事のうち１人は財務の管理，
他は会計の監査を行う，編集委員長は別途に定める細則にもとづき会誌の編集を行う．
幹事は会誌の編集，広告，名簿，行事およびその他について，会長，副会長，会計監
事および編集委員長を補佐し，会務を，別途に定める細則にもとづき処理する．

【総　　会】
　第８条　総会は毎年１回開催する．

【役 員 会】
　第９条　役員は，役員会を構成し，本会の重要事項の審議を行う．

【事　　業】
　第10条　本会は会誌「水曜会誌」および「水曜会名簿」を発行する．
　第11条　本会はその他本会の目的を達成するに必要な事業を行う．

【経　　費】
　第12条　本会の経費は別途に定める会費，寄付金その他の収入により支弁する．

【会則変更】
　第13条　本会の会則は役員会の議を経て，総会の議決により変更することができる．
　第14条 �第13条の規定によらず，別表１，２※および細則は役員会の議決により変更すること

ができる．
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【付　　則】
　１．この会則は平成25年６月15日から施行する．
　２．従前の会則による既会員は従前の会則に基づく会員資格を有するものとする．

水曜会講座等一覧（その１：旧学科，旧専攻等）� 2001年現在

学　　　部 工　学　部 　採鉱冶金学科
　鉱山学科，資源工学科，冶金学科，金属加工学科，金属系学科

大　学　院 工学研究科 　鉱山学専攻，冶金学専攻，金属加工学専攻，資源工学専攻
　環境地球工学専攻資源循環工学講座

水曜会講座等一覧� 2014年現在

学　部 工　学　部

地球工学科 資源工学コース 　全講座・分野

物理工学科

材料科学コース 　全講座・分野

エネルギー応用工学
コース

　エネルギー社会工学分野
　材料プロセス科学分野
　プロセス熱化学分野
　エネルギー応用基礎学分野

大学院

工学研究科

社会基盤工学専攻
　応用地球物理学分野
　地殻開発工学分野
　計測評価工学分野

都市社会工学専攻
　環境資源システム工学分野
　地殻環境工学講座

材 料 工 学 専 攻 　全講座・分野

エネルギー
科学研究科

エネルギー社会・環境科学専攻 　エネルギー社会工学分野

エネルギー応用科学専攻

　資源エネルギーシステム学分野
　資源エネルギープロセス学分野
　ミネラルプロセシング分野
　材料プロセス科学分野
　プロセス熱化学分野
　エネルギー応用基礎学分野

エネルギー基礎科学専攻 　量子エネルギープロセス分野

水曜会会費細則
（2014年 7 月14日改正）
　１．正会員は，年間3,000円の会費を納入する．
　２．上記細則１．は平成27年度から適用し，平成26年度の会費は，2,000円とする．
　３．学生会員は，学部在学中に5,000円の会費を納入する．
　４．上記細則３．は平成24年度入学生から適用し，平成23年度以前入学生の学生会員は，無料

とする．
　５．１回生在学時に水曜会関連同窓会（物理工学科同窓会および水曜会京土会）の会費を納入

した学生会員は，会費を既納したものとする．
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1．投稿要領
（1�）投稿原稿の著者（連名の場合は１名以上）は水
曜会会員でなければならない．ただし，水曜会誌
編集委員会（以下編集委員会という）で認めた場
合はこの限りではない．

（2�）投稿原稿は論文，報告，総説，講座，資料，会
員消息などとし，分類指定がない場合には編集委
員会が判定する．

（3�）投稿原稿の分類はつぎの基準にしたがうものと
する．

　　ａ�．論文　他の刊行物の未発表のもので，独創性
をもつ著者の基礎研究または応用研究の成果，
技術の開発改良などを内容とするもの．

　　ｂ�．報告　現場の操業報告などに類するもので，
学術的に価値があると認められるもの．

　　ｃ�．総説　特定の問題について普遍的に広い視野
から解説し，その推移を知るうえに役立つもの．

　　ｄ�．講座　特定の問題について掘り下げて解説�
し，会員の啓蒙，再教育に役立つもの．

　　ｅ�．談話室　会員の近況や展望など，会員の意�
見・情報交換に役立つもの．

　　ｆ�．資料　学問的あるいは技術的に価値のある内
容を含み，会員の参考資料として役立つもの．

（4�）論文，報告には英文表題のほかに100字前後の
英文概要を添付されたい．

（5�）原稿の長さは必要な図・表を含めて次表に示す
とおりとし，これを超える場合は必要経費を負担
されたい．但し依頼原稿についてはその限りでは
ない．なお，会誌１頁は図表のないときには�
2,400字（25字×48行×2列）であり，表題および
英文概要は刷上り1/4頁～1/2頁を要することを考
慮されたい．
分　類 制限ページ数

論　　　　　文
報　　　　　告
総　　　　　説
講　　　　　座
談　　話　　室
資　　　　　料
各　種　記　事

会誌刷上り　　�６頁以内
会誌刷上り　　�６頁以内
会誌刷上り　　�10頁以内
会誌刷上り　　�10頁以内
会誌刷上り　　�４頁以内
会誌刷上り　　�４頁以内
会誌刷上り　　�４頁以内

（6�）投稿に際しては本会規定の原稿用紙を使用し，
原稿整理カードを添付されたい．

（7�）原稿の送付先はつぎのとおりとする．
� i）� 水曜会ホームページからの原稿の投稿
� �（http://www.suiyokwai.jp/）
� ii）� 郵送による原稿の投稿（下記）
� � 〒606-8501　京都市左京区吉田本町
� � 京都大学工学部物理系校舎内
� � 京都大学工学部水曜会誌編集委員会宛

（8�）原稿は水曜会誌編集委員会が受理した日をもっ
て受理日とする．

（9�）投稿原稿に対し，編集委員会は査読を行って掲
載の可否を決定する．また，査読結果に基づき編
集委員会は投稿原稿に対して問合わせ，または内
容の修正を求めることがある．

（10�）編集委員会は，用語ならびに体裁統一のため編
集係によって文意を変えない程度に投稿原稿の字
句の修正をすることがある．

（11�）初校・第二校は著者にて行い，第三校以降は編
集委員が行う．

（12�）別刷については，著者には50部が贈呈される．
50部を超える場合は実費を負担されたい．

2．原稿の書き方
（1�）章・節などの区分はポイント・システムによる．
すなわち，章に相当する１・緒言などは中央に２
行分をとり，節に相当する１・１実験方法などは
左端に書き，つぎの行より本文を書くようにする．
また，項や目に相当する（1）試料などは左端に
書き，２字分あけて本文をつづける．A4判を縦
に用い，横書きで上下左右に十分な余白を取り（余
白にページ番号を記入），１ページあたり25行程
度の行間隔とする．

（2�）図面は鮮明なものであること．刷上り図面の大
きさは横幅でもって指定するものとするが，横は
１段（65mm以内）または２段通し（140mm以内）
のいずれかとなることを考慮されたい．原図は刷
上り図面の少なくとも２倍に書かれたい．この際
図面の縮尺を考慮して作図し，とくに図の文字の
大きさについては十分に注意を払われたい．また，
原図の左下隅に著者名，論文名，図番号などを必
ず明記されたい．図面の画像データについては
600dpi程度の解像度とする．

（3�）単位は国際単位系（SI�単位系）によることが望
ましい．

（4�）参考のため文献を記す場合には本文の肩に1），
2）などを付し，論文末尾に「1）著者，誌名，巻
数，［号数］，頁数，（年度:西暦）．」の形式で書き
加えること．

　　例：
　　1）�大塚一雄，宮城　宏：日鉱誌，87,[100],�521-

525,�(1971).
　　2）�M.R.�Taylor,�R.S.�Fidler� and�R.�W�Smith:�

Metallurgical�Trans.,�AIME.,�2,�[7],�1793-1798,�
(1971).

　　以上

水曜会誌投稿規定（平成25年10月31日改訂）
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水曜会誌卒業年次幹事制について

　水曜会では，下記のような付則にもとづき卒業年次幹事を委嘱しております．年次幹事には卒業の年次ごとに
金属系，資源系より各１名の年次幹事を定め，各系同年次会員の連絡先の掌握や同年次会員を代表して水曜会運
営へのご協力をお願いすることになります．年次幹事にご就任頂く会員の方々には，水曜会の活動をより充実し
たものとするため，何卒ご協力の程お願いいたします．

水曜会年次幹事に関する付則
（目　　的）
　第１条　水曜会の円滑な運営のため年次幹事を定め，水曜会会長は次の任務を依頼する．
　　1.　同年次会員の連絡先の掌握，
　　2.　同年次会員を代表して水曜会運営への協力
（定　　員）
　第２条　年次幹事を各卒業年次ごとに旧資源系（鉱山）１名，旧金属系（冶金）１名を定めるものとする．
（任　　期）
　第３条　任期は２年とし，重任は妨げないものとする．
（委　　嘱）
　第４条　年次幹事の選任は，同年次会員の推薦により会長が委嘱するものとする．
　この付則は平成15年６月14日より施行する．

　 逝　去　会　員

水曜会誌24巻 8 号を発行してからご逝去の連絡を受け
た方々です。
謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

平成27年 9 月26日	 山本　　彰	 昭34・鉱
平成26年10月16日	 加藤　英一	 昭23・冶
平成27年11月21日	 小澤　太郎	 昭22・鉱
平成27年11月22日	 阿部　隆三	 昭27・冶
平成27年11月20日	 川端　保男	 昭27・冶
平成28年 3 月 7 日	 荒木　那善	 昭44・金
平成28年 2 月13日	 奥川　卓爾	 昭24・冶
平成28年 4 月11日	 荒木　　修	 昭20・冶
平成26年 5 月10日	 東　　敏宏	 昭43・冶
平成28年 2 月	 津久井克幸	 元教官
平成28年 3 月 3 日	 伊藤　嘉孝	 昭19・鉱
平成26年 1 月26日	 笠原大四郎	 昭36・鉱
平成15年	 小林　正夫	 昭25・冶
平成28年 3 月16日	 松山　　綠	 昭23・冶
平成27年10月31日	 植西　吉雄	 昭16（3）
平成27年	 増山　　勤	 昭26・冶
平成28年 2 月 7 日	 河内　　溥	 昭31・冶
平成27年 6 月12日	 山田　典夫	 昭26・鉱
平成27年10月11日	 永野　幸男	 昭24・冶
	 村上　震一	 昭24・冶
平成27年 8 月	 長谷川隆一	 昭45・金
平成28年 5 月 2 日	 佐藤　文法	 平24・資源
平成27年 2 月15日	 岡田　貞雄	 昭35・鉱
平成25年	 清水　　徹	 昭21・鉱
平成27年10月25日	 村田　宰一	 昭63・資源

平成28年 3 月 9 日	 田中　邦章	 昭25・鉱
平成26年11月25日	 鷹取　正六	 昭24・冶
平成27年 5 月15日	 西村　光司	 昭39・鉱
平成28年 6 月 4 日	 松尾　　亨	 昭44・金

　 教　室　報　告

教員人事
＜旧資源系＞
平成28年 3 月31日	 梁　　云峰	 	助教　転出　東京大

学人工物工学研究セ
ンター　特任准教授
へ

平成28年 4 月 1 日	 林　　為人	 教授に採用
平成28年 4 月 1 日	 奈良　禎太	 准教授に採用

＜旧金属系＞
平成27年10月 1 日	 世古　敦人	 准教授に昇任
平成27年10月 1 日	 白　　　玉	 助教に採用
平成27年11月 1 日	 蜂谷　　寛	 准教授に昇任
平成28年 1 月 1 日	 一井　　崇	 准教授に昇任
平成28年 3 月31日	 白井　泰治	 教授　定年退職
平成28年 3 月31日	 藤本　正治	 技術職員　退職
平成28年 3 月31日	 山末　英嗣	 	助教　転出　立命館

大学理工学部機械工
学科　准教授へ

平成28年 4 月 1 日	 弓削　是貴	 准教授に昇任
平成28年 4 月 1 日	 豊浦　和明	 准教授に採用
平成28年 4 月 1 日	 林　　博之	 助教に採用
平成28年 4 月 1 日	 武本　庸平	 技術職員に採用
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　本委員会では，会員の皆様の近況や展望など幅広い内容記事を紹介する『談話室』を設け，
投稿を募っております．『談話室』は，会員各位の意見・情報交換の場としてご利用頂く 
ことを目的としたもので，投稿規定の分類では『各種記事』に相当します．
　具体的には，

　　　○第一線で活躍中の会員の幅広い展望・随想
　　　○各企業の研究所の紹介（特殊機器や意外な研究内容など）
　　　○研究についてのトピックス（形式は問わない）
　　　○国際会議や海外出張の紹介・こぼれ話
　　　○種々の分野でご活躍の会員の特異な体験記事
　　　○新教官の自己紹介や抱負など
　　　○水曜会の活動における歴史的こぼれ話

などを企画しております．掲載分には薄謝を進呈いたします．奮ってご投稿下さい．また， 
他に取り上げるべき企画などご意見がありましたら編集委員会までお知らせ下さい．さら
に，投稿規定に従い，論文・講座・総説などにつきましても投稿を随時受け付けております．
　次号の発刊に向け，常時，会員の皆様からの投稿をお待ち致しておりますので，奮ってご応 
募くださるようお願い致します．投稿を予定されて今回，間に合われなかった原稿につきまし 
ても，引き続きお待ちしておりますので，どうぞよろしくお願い致します．
　本年度から，水曜会Webサイト（http://www.suiyokwai.jp）の充実を目指し，水曜会誌バッ
クナンバーのPDF掲載，記事のWeb投稿の新規開始などを行う予定にしております．今後ともど
うぞ宜しくお願い申し上げます．

水曜会誌編集委員会

水曜会誌の企画と投稿のお願い




